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　高齢者等肉用牛貸付事業とは、市

が繁殖素牛を購入して畜産農家に５

年間貸し付けを行うことで、肉用牛

の資源を確保することと、高齢者な

どの福祉向上を目指す事業です。

【対象者】　高齢者（満６０歳以上で飼

　歴史博物館からの
　お知らせ

　産業フェスティバル
　今年度は蔵ジアムで開催

　就学時健康診断

【時間】　午後１時３０分～

【診断科目】

　内科・眼科・耳鼻科・歯科

【問い合わせ】

　教育委員会学校教育課　学事係

　緯 0220（34）2679

　平成２０年度小学校入学予定の児童

を対象に、就学時健康診断を実施し

ます。

対象地区会　場月　日

迫　町迫公民館１０月４日（木）

石越町
東和町中田農村環境

改善センター

１０月１０日（水）

中田町１０月１１日（木）

豊里町
登米町
津山町

登米公民館１０月１８日（木）

米山町
南方町

中津山公民館１０月２５日（木）

佐沼亘理家２５０年記念展Ⅱ「佐沼亘

理家伝来資料展」

【期間】　９月２２日～１１月４日

◆オープニングセレモニー

【日時】　９月２２日（土）午前１０時～

【場所】　歴史博物館前

【内容】　登米春嵐太鼓、佐沼鹿踊

◆講演会「亘理家文書は語る　陪臣

の暮らし」

【日時】　９月２２日（土）

　午後１時３０分～

【場所】　旧亘理邸

【講師】　遊佐英男さん（元迫町歴史

　企業と市民の交流の場「産業フェ

ステイバル」を今年は登米町で開催

します。

　出展希望の企業は下記までご連絡

ください。

【期日】　１０月１３日（土）～１４日（日）

【場所】　登米総合体育館

【問い合わせ】

　産業経済部商工観光課

　商工振興係

　緯 0220（34）2734

　博物館長）

【募集人員】　５０人

【申込方法】　電話

ヒストリー・カフェ参加者募集

　今回は「縄文人の台所」をテーマ

に、当時の食生活から縄文人の暮ら

しを紹介します。

【日時】　１０月６日（土）

　午前１０時３０分～

【場所】　市伊豆沼・内沼サンクチュ

　アリセンター

【内容】　 ▼講話 ▼体験＝貝塚から出

　てきたモノに触れ土器などを分け

　ます ▼カフェ＝縄文クッキーほか

【講師】　菅原弘樹さん（奥松島縄文

　村歴史資料館副館長）

【募集人員】　３０人（先着順）

【参加費】　500円

【申込方法】　電話

臨時休館のお知らせ

　「佐沼亘理家伝来資料展」開催に伴

う展示作業のため、臨時休館します。

【臨時休館日】

　９月１７日（祝）～２１日（金）

～共通事項

【申し込み・問い合わせ】

　歴史博物館　緯 0220（21）5411

第18回 長沼レガッタ

就業構造基本調査 を実施します。

『働く未来を考える』

平成19年10月1日現在で

調査の対象となった世帯には、統計調査員が

伺いますので、ご協力をお願いします。

総務省・宮城県・登米市

　高齢者等肉用牛貸付事業
　申込者募集

　養管理のできる人）

【募集頭数】　１７頭

【貸付頭数】　同一年度は１戸１頭ま

　で（最大で１戸２頭まで）

【貸付の対象となる繁殖素牛】

　生後６カ月齢から１２カ月齢の繁殖

素牛（自家産は対象外）

　※繁殖素牛は、みやぎ総合家畜市

　場からの導入で、宮城県内産に限

　ります。

【購入金額】　５５万円を上限とします

　（素牛、消費税、諸経費を含む）。

【申込方法・申込先】　各総合支所地

　域生活課または産業経済部畜産課

　備え付けの申込用紙に必要事項を

　記入し、提出してください。

【申込期限】　９月１８日（火）必着

【貸付決定】　貸付事業運営委員会で

　審査の上、決定となります。

【問い合わせ】

　産業経済部畜産課　畜産振興係

　緯 0220（34）2706

【日時】　９月９日（日）午前９時２０分競技開始

【場所】　長沼ボート場

【競技種目】

　①ナックルフォア

　②カヌー

【問い合わせ】

　迫体育館

　緯 0220（22）2323

27 Sep.2007

　県では、８月１日を「みやぎ男女

共同参画の日（愛称：みやぎパート

ナーズデー）」と制定して、毎年県内

各地でフォーラムを開催してきまし

た。男女共同参画社会づくりへの意

識の高揚と理解を深めていくために、

内閣府と共催で「全国男女共同参画

フォーラム2007inみやぎ」を開催し

ます。

【日時】

　 ▼１０月１２日（金）＝午前１１時３０分

　～午後4時50分

　 ▼１０月１３日（土）＝午前１０時～正

　午

　※１日だけの参加もできます

【場所】　大崎市岩出山文化会館

【テーマ】

　「はじめよう！ワーク・ライフ・

　バランス　輝ける未来のために」

【内容】

　 ▼１０月１２日＝実践女子大学の鹿嶋

　敬教授による講演、イラスト・ま

　んがコンクール表彰式など

　 ▼１０月１３日＝分科会

　・第１分科会「男性が伝える郷土

　料理」

　・第２分科会「仕事と生活との調

　和について考える」

　・第３分科会「男女共同参画？　

　それってなぁ～に」

【申込方法】

　電話、ファクシミリ、郵送

　※ファクシミリ、郵送の場合は、

　住所、氏名、電話番号、参加希望

　日、参加希望分科会を記入の上、

　全国男女共同参画フォーラム

　2007inみやぎ参加希望と明記し

　てください。

【申込期限】　９月２１日（金）

【その他】　託児ルームあり（１歳児

　以上未就学児まで先着１０人、１週

　間前まで申し込みが必要）

【申し込み・問い合わせ】

　企画部市民活動支援課

　市民参画支援係

　〒987－0511

　登米市迫町佐沼字中江二丁目６番

　地１

　緯 0220（22）2173

　胃 0220（22）9164

　全国男女共同参画
　フォーラム参加者募集

　秋の交通安全運動を実施
　     9月21日～30日

「交通ルール  守るあなたが  守られる」

　市民一人一人が重大事故に巻き込

まれない「交通ルールを守れば安全

が確保される交通環境づくり」を目

指し、安全・安心な地域交通社会を

築きましょう。

《運動の重点》

　◇夕暮れ時の歩行中と自転車乗用

　中の交通事故防止

　◇後部座席を含むシートベルトと

　チャイルドシートの正しい着用の

　徹底

　◇飲酒運転の根絶

　◇道路の正しい横断の励行

　◇反射材用品などの普及活用の推

　進

■登米市交通安全宣言大会

　運動期間中、登米市交通安全宣言

【日時】　９月６日（木）～９日（日）

　午前９時３０分～午後４時３０分

　※６日は午前１０時開館、９日は午

　後４時閉館

【場所】　登米祝祭劇　小ホール

【入場料】　無料

【内容】

　①絵本原画の展示（７作品２５点）

　 ▼文・絵＝きたむらさとし

　 ▼展示作品＝「パブロのてんらん

　かい」「ぼくのネコになる」「おん

　ちのイゴール」「ねむれないひつじ

　のよる」「ブーツのぼうけん」など

　②おはなし会

　 ▼午前の部＝午前１０時１５分～

　 ▼午後の部＝午後３時～

　③よい絵本（県図書館選定図書）

　の展示

【問い合わせ】

　 ▼迫図書館

　緯 0220（22）9820

　 ▼登米図書館（登米公民館内）

　緯 0220（52）2316

　第３回
　登米市絵本原画展

大会を開催します。どなたでも参加

できますので、ご参加ください。

【日時】　９月２１日（金）午後２時～

【場所】　登米祝祭劇場

【内容】　交通安全宣言、アトラク

　ション（南方交通安全指導隊員に

　よる寸劇）

【問い合わせ】

　市民生活部市民課　市民係

　緯 0220（58）2118

　協働のまちづくり講演会

　講演会を通して、今なぜ協働が必

要なのか、協働をどのように進めて

いくのかを市民皆さんとともに考え

て行きます。

【日程】

会　場
対象
地区

時　間月　日

中津山
公民館

米山
豊里
南方

１３：３０～

１５：３０

９月２２日
（土）

登　米
公民館

登米
東和
津山

９：３０～

１１：３０９月２３日
（日）

迫公民館
迫
中田
石越

１３：３０～

１５：３０

【テーマ】　市民と協働のまちづくり

【演題】　「協働がひらく、これから

　の地域づくり」

【講師】　高崎経済大学地域政策学部

　地域づくり学科　櫻井常矢准教授

【募集人員】　各会場２５０人

【申込方法】　電話

【申込期限】　９月１４日（金）

【申し込み】

　各総合支所地域生活課　地域係

【問い合わせ】

　企画部市民活動支援課

　市民協働推進係

　緯 0220（22）2173

※対象地域以外でも参加できます。


