【受講料】 1,
500円（バチ代として）

「夢実現・新たな挑戦」をテーマに、 【募集人員】 ３０人程度
学園生８
０人による文化祭を行います。 【申込方法】 電話、ファクシミリ。
ファクシミリの場合は、住所、氏
【日時】 １１月１０日（土）
名、学校名、学年、電話番号を記
午前１１時～午後４時
入の上、子ども太鼓教室参加希望
【場所】 登米祝祭劇場
と明記してください。
【入場料】 無料
【内容】 作品展示、 ステ ージ 発表
（午後１時～）
【その他】 とめ・くりはらマンドリ
ンクラブが特別出演します。
【問い合わせ】
いきいき学園 登米・栗原校
文化祭実行委員長：伊藤
緯 0220（22）4557

貼り絵で作られた
紙芝居を上演
岩手県胆沢町在住の阿部充子さん
が作成した、貼り絵の紙芝居を上演
します。市販の紙芝居より大きく、
大工さんに作ってもらった立派な舞
台付きで、見ごたえも十分です。
不老仙館の庭の紅葉と一緒に、昔
話を楽しみませんか。
【日時】 １１月１１日（日）
午後１時３０分～２時
【場所】 不老仙館（東和町）
【演じ手】 読み聞かせサークル「お
はなしどんぐり」のメンバー

【申込期限】 １１月１
３日（火）
【申し込み・問い合わせ】
米山丸山太鼓 事務局：久保
緯 090（5848）9241
胃 0220（55）2152

登米市の医療を考える会
交流会参加者募集

子ども太鼓教室
受講生募集
【対象者】 小学３年生～中学生
【教室開催日時】 １１月１４日（水）
、２
１
日（水）、２８日（水）、１２月５日
（水）、１２日（水）、１
９日（水）
午後７時～８時３０分
※１２月２
３日（日）に発表会を行い
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【開設日】 １１月１２日
（月）～１６日
（金）
の午前８時３０分～午後７時、１１月
１７日（土）
・
１８日（日）の午前１０時
～午後５時
【相談電話番号】

緯 0570（070）810
岩手県の「お産と医療を考える会」 【問い合わせ】
仙台法務局人権擁護部
との交流会を行います。
緯 022（225）5611
【日時】 １１月１１日（日）
午前１１時～午後４時
【場所】 岩手県北上市「展勝地レス
トハウス」

裁判員制度フォーラム
i
n宮城（登米）

【対象者】 どなたでも参加できます。
※親子での参加も可
【日時】 １１月１
９日（月）
【内容】 それぞれの会の活動報告な
午後１時１０分～４時
ど、食事会
【場所】 仙台地方裁判所登米支部
【参加費】 1,
000円（昼食代）
※別途、交通費（500円程度）を
集めます。
【募集人員】 ３０人

【交通】 バス
※午前８時２
０分までに市役所迫庁
【入館料】 250円（中学生以下無料）
舎玄関前に集合してください。
【問い合わせ】
読み聞かせサークル「おはなしど 【申込方法】 電話
んぐり」 事務局：阿部
緯 090（7327）5318

権ホットライン」強化週間と定め、
夫やパートナーからの暴力、職場で
のセクシュアル・ハラスメント、ス
トーカー行為など、女性をめぐ るさ
まざまな人権問題に積極的に取り組
むこととしています。
相談は無料で、予約は不要です。
秘密は固く守ります。
女性の人権擁護委員、弁護士が電
話相談に応じます。
※弁護士の相談担当日時について
は、お問い合わせください。

【申込期限】 １１月５日（月）
【申し込み・問い合わせ】
登米市の医療を考える会
事務局：伊藤
緯 090（8252）8273

女性の人権ホットライン
強化週間
仙台法務局および県人権擁護委員
会連合では、１１月１２日（月）から１８
日（日）までの７日間を「女性の人

（登米町） ２階会議室
【内容】 ①映画「裁判員」の上映②
裁判官による裁判員選任手続きな
どの解説③質疑応答
【募集人員】 ３０人（先着順）
【申込方法】 電話

コダックフォトクラブ
登米支部第３回写真展
会員が１年間撮りためた作品、風
景やスナップなど約６
０点を展示しま
す。

社会保険相談所開設
健康保険、国民年金など社会保
険全般について相談に応じます。
【１１月の開設日】 １
１月２
１日（水）
【時間】 午前９時１０分～正午
午後１時～３時３０分
【場所】 迫公民館
【問い合わせ】
古川社会保険事務所
緯 0229（23）1200

【その他】 ボランティアやバザー用
品の提供もお願いします。

ＮＰＯの活動事例から、自分たち
のできるまちづくりを考えてみませ
んか。

【場所】 登米祝祭劇場

【内容】 講演、実践者による事例発
表など

小ホール

【入場料】 無料
【問い合わせ】
コダックフォトクラブ登米支部事
務局（禍フォトプロ内）
緯 0220（22）7689

歌と踊りの祭典への
ボランティア出演者募集

ボランティアひまわりの会（及川
圭助代表）では、平成２
０年６月２
９日
（日）
に登米祝祭劇場を会場に開催を
予定している「第４回歌と踊りの祭
典チャリティーショー」に出演でき
陶芸教室参加者募集
るボランティアを募集します。
え と
歌と踊りの祭典は、市内の障害者
干支人形やまねき猫を作ってみま
とその家族を励ますことを目的とし
せんか。
【日時】 １１月２
５日（日）・２６日（月） て開催するものです。この趣旨に賛
同していただける人の協力をお願い
いずれも午前１０時～正午
します。
【場所】 林林館（東和町）
【募集内容】 歌や踊りなどで出演し
【講師】 瑞樹窯 笠政彦さん
てくれる人
【受講料】 2,
000円（材料費）

【場所】 迫公民館

【参加費】 ５００円（資料代）
【募集人員】 ２
０人
【申込方法】 電話
【申込期限】 １
１月３０日（金）
【申し込み・問い合わせ】
特定非営利活動法人
杜の伝言板ゆるる 事務局：牧野
緯 022（791）9323

レクダンス・サークル
交流会
市内で活動しているレクダンス・
サークルの発表会を行います。
どなたでも見学できます。

【申込方法】 電話

【申込方法】 電話
【申込期限】 １１月３０日（金）

【日時】 １２月１日（土）
午後１時～３時３０分

【申込期限】 開催日の前日

【申し込み・問い合わせ】

【場所】 中田総合体育館
【入場料】 無料

【募集人員】 各２０人

【申し込み・問い合わせ】
林林館
緯 0220（45）1821
林林館・森の茶屋
緯 0220（45）1218

ボランティアひまわりの会
代表：及川
緯 0220（58）2414
緯 080（6037）6221

登米法人会
市民ふれあいコンサート

【申し込み・問い合わせ】
庶務課

【内容】 ①活動紹介の展示②バザー
③作品販売④飲食コーナー

NPOマネジメント
セミナー参加者募集

【日時】 １２月５日（水）
午後１時３０分～４時

【申込期限】 １１月１６日（金）
仙台地方裁判所登米支部
緯 0220（52）2011

【場所】 なごみの里サポートセン
ター（石越町）

【日時】 １１月２
３日（祝）～２
５日（日） 【問い合わせ】
午前９時～午後６時
なごみの里サポートセンター
※最終日は午後５時まで
緯 0228（35）5055

▼

ます。
【場所】 中津山公民館（米山町）

▼

宮城いきいき学園
登米・栗原校 文化祭

なごみの里
サポートセンター祭

【日時】 １１月２
９日（木）午後６時～
【場所】 登米祝祭劇場 大ホール

なごみの里サポートセンターでは、 【出演者】
陸上自衛隊東部方面音楽隊
地域で暮らす精神に障害がある人の
さまざまな相談に応じたり、作業活 【入場料】 無料。ただし、入場整理
動や社会復帰に向けた支援を行って
券が必要です。整理券は、登米法
います。活動紹介なども行いますの
人会、登米法人会各支部（市内商
で、精神保健福祉に対する理解を深
工会）で配布しています。
める機会にしてください。
【問い合わせ】
【日時】 １１月２
３日（祝）
午前９時３０分～午後３時

登米法人会
緯 0220（22）6617

【問い合わせ】
市レクダンス・サークル
代表：高橋
緯 0220（22）2721

栗原市・登米市
くりこま高原駅菊花展
三本仕立、福助、多輪咲きなどの
菊花、約７
０
０点を展示します。
【日時】 １１月７日（水）～１
３日（火）
午前８時３０分～午後５時
【場所】 くりこま高原駅、エポカ２
１
【観覧料】 無料
【問い合わせ】
栗原市志波姫公民館
緯 0228（25）3231
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