①８月６日（月）
午前８時１
５分から１分間
※広島市原爆投下時刻
②８月９日（木）
午前１１時２分から１分間
※長崎市原爆投下時刻
【問い合わせ】
県保健福祉部疾病・感染症対策室
緯 022（211）2636

車の不正改造は犯罪です

▼

▼

【申込期限】

東北運輸局宮城運輸支局
検査・整備・保安部門
緯 022（235）2513

裁判所からのお知らせ
８月の広報テーマは「教育的働き
かけとしての「犯罪被害を考えさせ
る講習」」です。詳し くは、最高裁
ホームページをご覧ください。
【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
cour
t
s
.
go.
j
p/
【問い合わせ】
仙台地方裁判所事務局総務課
緯 022（222）6111 内線301
６
仙台家庭裁判所事務局総務課
緯 022（222）4165 内線4613
◆模擬評議参加者募集
裁判員制度への理解を深めてもら
うために開催する、模擬評議への参
加者を募集します。

交通量の多い地域における自動車
の排出ガス、騒音などによる環境の
悪化が深刻な社会問題となっていま 【日時】
す。その中でも特に、安全を脅かし、
①９月２８日（金）
他人に迷惑をかける不正改造車の排
②１０月１８日（木）
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▼

【その他】 交通費、日当などは支
給されません。 応募者多数の場
合は、抽選となります。
【申し込み・問い合わせ】
仙台地方裁判所事務局総務課
緯 022（22
２）6111 内線3010

◆パソコン教室
ワードで海水浴の案内状作成や、
エクセルで基本操作を勉強してみま
せんか。
ワード
【日時】
８月７日（火）午前１０時～正午
８月１０日（金）午後７時～９時
エクセル
【日時】
８月１４日（火）午前１０時～正午
８月１７日（金）午後７時～９時
・共通事項
【場所】 迫にぎわいセンター
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話

平成19年度

佐高祭！

【日時】 ９月１日（土）
午前１０時～午後１時３０分
【場所】 佐沼高校校舎ほか
【テーマ】「Max！爆裂！佐高祭」

【申込期限】 受講日前日
◆無料相談室
パソコンで困っている人のため、
無料相談会を開催します。パソコン
の持ち込みが可能な人は、持参して
ください。

【申込期限】 ５日前まで
【申し込み・問い合わせ】
NPO法人パソコン・ネット・みやぎ
緯 0220（21）5262

【日時】 ８月１８日（土）午後２時～、
午後６時３０分～
【場所】 小ホール
【入場料】 500円
【問い合わせ】

登米祝祭劇場
８月のイベント情報
◆佐々木わか子 登米物語おりおり
と樹脂粘土作品展

この子たちの夏を語る会
緯 0220（34）2338
◆第５回祝祭お祭り広場

【日時】 ８月１
９日（日）午後１時～
【期間】 ８月１日（水）～３１日（金） 【場所】 ロータリー
【時間】 午前１０時～
【入場料】 無料
【場所】 レストラン蓮房
【入場料】 無料
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆夏休み親子映画会「アイスエイジ
２」

【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆映画上映会「ポケット モンスター」
【日時】 ８月２６日（日）
午後１時４
５分～、３時４
５分～
【場所】 大ホール

【日時】 ８月１１日（土）午前１０時～、 【入場料】 900円
午後１時３０分～
【問い合わせ】
（有）オカダプランニング
【場所】 大ホール
緯 0225（22）0934
【入場料】 無料

▼

【不正改造に関する情報・相談・問い
合わせ】

①８月２８日（火）
②９月１８日（火）
③９月２６日（水）
▼

▼

【申込方法】 電話、直接

【参加料】 無料

【内容】
文化部研究発表 各クラ
スごと催し物（模擬店、制作展示）
無料喫茶店 ステージ発表①＝
吹奏楽部、筝曲部、合唱部、自然
科学部、軽音楽部 ステージ発表
▼

【黙とうをささげる日時】

やホイールの車体外へのはみ出し

【問い合わせ】 視聴覚センター
緯 0220（22）5219
◆朗読劇 この子たちの夏－1945・
ヒロシマナガサキ

▼

８月６日、９日は、広島市と長崎
市に原子爆弾が投下されてから６
２周
年に当たります。
原爆死没者のめい福と世界恒久平
和の確立を祈念するため、１分間の
黙とうをささげましょう。

【定員】 各８人

【日時】 ８月１
９日（日）
午前１０時～正午
【場所】 石越公民館

【対象】 ２０歳以上の一般の人

の灯光の色を変更 消音器（マフ
ラー）の切断、取り外し タイヤ
突入防止装置（リアバンパー）
の切断、取り外しなど
また、過積載を目的として、新規
検査または予備検査を受けた後に燃
料タンクを増設するといった不正な
二次架装、大型車の速度制御装置
（スピードリミッター）
の解除などの
不正改造も問題となっています。
国土交通省では、このような状況
を改善するため、今年度も関係省庁、
自動車関係団体などと協力して、全
国的に不正改造車排除のための活動
に取り組みます。皆さんもぜひ、不
正改造防止についての理解を深め、
その排除にご協力ください。

８月のパソコン相談室

【場所】 仙台地方裁判所

▼

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうについて

③１０月２６日（金）
いずれも午後１時～４時３０分

▼

【問い合わせ】
佐沼警察署警務課
緯 0220（22）2121 内線211

▼

県公安委員会では、住民の意見を
警察業務運営に反映させ、より地域
に密着した警察活動にするため、佐
沼警察署協議会委員を委嘱しました。
【佐沼警察署協議会委員】
沼 田 愛 子さん（ 迫 ）
小野寺 智 子さん（ 迫 ）
伊 藤 正 宏さん（ 迫 ）
白 旗 宏 喜さん（中田）
岡 田 忠 勝さん（米山）
佐 藤
進さん（南方）
佐 藤 一 男さん（南方）
小野寺 秀 生さん（石越）

除が求められています。
◆不正改造車事例
窓ガラスへの着色フィルムの貼
り付け 方向指示器などの灯火類

▼

佐沼警察署からの
お知らせ

②＝市内文化団体友好出演（佐沼
鹿踊伝承会、よさこいチーム、さ
くら幼稚園「春嵐太鼓」
）
【問い合わせ】
佐沼高等学校
緯 0220（22）2022

宮城県 こども休日夜間 安心コール
休日夜間の子どもの病気に、経験豊富な看護師が電話でお答えします。

こんなとき
こんなと
き

相談電話

纂お子さんの急な発熱
纂お子さんの急なケガ

纂プッシュ回線の固定電話からは局番なしで

すぐに受診させた方が良いのか、
様子をみても大丈夫なのか迷ったときに。

虞

＃8000
纂携帯電話、プッシュ回線以外の固定電話などから

022（212）9390

相談日時

土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１
２月２
９日～１月３日）
午後７時から午後11時まで

相談対象者

おおむね１
５歳までの子どもの保護者など

※相談はあくまでも助言であり、診療は行いませんのでご了承願います。
【問い合わせ】 県保健福祉部医療整備課

地域医療班

緯 022（211）2622

Tome 20

