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　家庭犬しつけ方教室
　受講者募集

　ごみ処理に関する報奨・
　補助金制度について

時 間場　所地区月　日

１０：００

～

正 午

迫公民館迫
４月２７日
（日）

登米公民館登米
５月２５日
（日）

東和勤労青
少年ホーム

東和
６月１５日
（日）

　市では、今年度から市内９カ所で

「家庭犬しつけ方教室」を開催します。

※上記以外の地区については、随時
お知らせしていきます。

　ごみの減量や環境美化の高揚と計

画的なごみ収集を進めるために、報

奨金・補助金を交付します。

　※コンポスト購入補助金は平成１９

　年度で終了しました。

纂資源ごみ回収報奨金

　各地域で資源ごみ（空き缶、古紙

など）を回収し、ごみ回収業者など

に売却した団体（子ども会、ＰＴＡ、

婦人会、地域環境保全活動に取り組

む団体など）に対して、報奨金を交

付します。

　 ▼資源ごみ：一般廃棄物のうち資

　源として再生利用できる空き缶、

　空き瓶、鉄くず、布類、古紙、ダ

　ンボ－ルなど

　 ▼交付額：売却代金の１０％

纂生ごみ処理機購入補助金

　一般家庭で利用する生ごみ処理機

を購入する世帯に対して、補助金を

交付します。

　 ▼交付額：生ごみ処理機購入金額

　の１／２（限度額３万円）

　※購入先などは特に問いませんが、

　購入前に申請が必要です。

纂ごみ集積所設置費補助金

　ごみ集積所を設置する行政区に対

して、補助金を交付します。

　 ▼交付額

　①設置経費が６万円までは全額

　②設置経費が６万円を超え１２万円

　までは、（設置経費－６万円）×

　１／２＋６万円

　③１２万１円以上＝９万円

　※いずれの補助金も予算に限りが

　ありますので、早めに各総合支所

　地域生活課までお問い合わせくだ

　さい。

【申し込み】

　各総合支所地域生活課　地域係

【問い合わせ】

　 ▼市民生活部環境事業所

　環境管理課

　緯 0220（58）2064

　 ▼各総合支所地域生活課　地域係

　迫図書館では４月から、図書を借

りるときに必要な「迫図書館貸出券」

が「登米市立図書館利用者カード」

に変わりました。

　これは、中田図書室と登米図書館

でも利用できる共通のカードです。

申請がまだの人は、図書館に備え付

けの申請書に必要事項を記入して、

提出してください。

　また、パソコンや携帯電話から市

立図書館（室）にある本を探すこと

ができます。

【蔵書検索】

　パソコンの場合は、市ホーム

　ページ「図書館⇒蔵書検索」のペー

　ジから、携帯電話の場合は、下記

　のＱＲコードを読み取り、検索す

　ることができます。

　探している本が検索できたら、

　その本がある図書館（室）へ電話

　などで確認してください。

　 ▼迫図書館　 緯 0220（22）9820

　 ▼登米図書館 緯 0220（52）2316

　 ▼中田図書室 緯 0220（34）8081

　本を借りる場合は、その本があ

　る図書館（室）から借りてくださ

　い。返却も借りた図書館（室）と

　なります。

【対象】　市内在住の人と家庭犬（体

　格は中型まで）

【定員】　各地区１５組

　※ただし聴講については３０人まで

【講師】　警察犬訓練所　公認訓練士

【内容】　日本警察犬登録協会公認訓

　練士によるデモ犬の各種模範動作、

　犬のしつけ方などの相談会

【申込方法】　電話、ファクシミリ、

　電子メール。　

　※ファクシミリ、電子メールの場

　合は、各総合支所地域生活課に備

　え付けの受講申込書か任意の用紙

　に氏名、住所、電話番号、受講希

　望地区、愛犬の名前を記入の上、

　家庭犬のしつけ方教室受講希望と

　明記してください。

【申込期限】　各開催日の５日前

【申し込み・問い合わせ】

　市民生活部環境課　生活環境係

　緯 0220（58）5553

　胃 0220（58）5810

　死 kankyo@city.tome.miyagi.jp

　迫図書館からのお知らせ

【問い合わせ】

　迫図書館

　緯 0220（22）9820

　地球温暖化や自然環境などに関す

るパネルを展示します。

【期間】　

　４月１１日（金）～５月８日（木）

【時間】　午前９時～午後４時

【場所】　平筒沼農村文化自然学習館

　研修室（豊里町久寿田）

【記念イベント】　上町法印神楽

　４月１９日（土）午後６時～

【問い合わせ】

　市民生活部環境課　環境政策係

　緯 0220（58）5553

　2008春の環境パネル展
　in平筒沼（豊里）

29 Apr.2008

　適正に整備された森林は、二酸化

炭素を吸収して地球温暖化を防止す

るなど、人間や地球環境にとって大

切な資源です。この大切な森林を次

代へ残すために、市では「市民参加

の新たな森林づくり」に取り組んで

います。その一環として、植林体験

事業を実施します。

【日時】　４月２９日（祝）

　午前９時３０分～正午

【集合場所】　道の駅津山「もくもく

　ランド」駐車場

　緯 0225（69）2341

　※マイクロバスで現地に移動しま

　す。

【参加費】　無料

【持参物】　長靴、軍手

　植林体験参加者募集
　～みどりの森を次の世代へ～

　水田経営所得安定対策
　加入手続き受付開始

　歴史博物館からの
　お知らせ

纂和の楽しみ展

　花見シーズンに合わせて、紋切紙

などの展示会を開催します。

【期間】　４月１２日（土）～２７日（日）

【時間】

　 ▼月曜～金曜日＝午前１０時３０分～

　午後２時３０分

▼土曜・日曜日＝午前１０時～午後

　３時

【場所】　

　旧亘理邸（歴史博物館敷地内）

【展示品】　和花のアレンジ、ふろし

　きラッピング、紋切紙、飾り結び

　作品、折形、ボランティア活動の

　パネルなど

【入館料】　無料

纂「講座サポーター養成講座」受講

生募集

　飾り結びと街頭紙芝居の歴史体験

講座サポーターを養成します。

　※街頭紙芝居は、本の読み聞かせ

　とは違います。

【応募資格】

　 ▼登米市歴史博物館講座サポー

　ターとして開催主意を理解し協力

　できる人

▼飾り結びや街頭紙芝居を広く紹

　介してみたい人

　 ▼博物館の教育普及事業に興味の

　ある人

▼協調性のある人

　 ▼心身ともに健康な人

▼養成講座に参加できる人（５月

　から５回開催予定）

▼１８歳以上の人で、性別は問いま

　せん

【活動内容】

　 ▼博物館で開催するイベントでの

　サポート

▼研修会や練習会の開催など

【募集人員】　

　飾り結び、街頭紙芝居各５人程度

【応募方法】　電話。その後、郵送す

　る所定の申込用紙に必要事項を記

　入し、提出してください。

【募集期限】　４月３０日（水）

【その他】　博物館までの交通費や昼

　食などは各自負担となります。た

　だし、講座サポート活動の保険に

　ついては博物館で負担します。

【申し込み・問い合わせ】

　歴史博物館

　緯 0220（21）5411

　平成１９年度から始まった品目横断

的経営安定対策は、名称が水田経営

所得安定対策に変更されました。

　また、国では１年間の実践検証や

農家の皆さんからいただいたさまざ

まなご意見などを踏まえ、加入者の

拡大に向けた要件の見直しにより、

市町村特認制度が追加され、より身

近な対策となりました。

　農家の皆さんの加入に向けた積極

的な検討をお願いします。

【対象農業者】　

　加入要件は、経営規模が認定農業

者４ha以上、集落営農組織２０ha以

上となっていますが、市町村特認制

度により「地域水田農業ビジョン」

に位置付けられた認定農業者または

集落営農組織は、規模要件を満たさ

なくても加入できます。

【加入手続き受付期間】

　４月１日（火）～６月３０日（月）

【その他】　詳細については、関係機

　関にお問い合わせください。

【問い合わせ】

　 ▼産業経済部農村戦略推進室

　経営対策班　緯 0220（34）2491

　 ▼みやぎ登米農業協同組合

　営農企画課　緯 0220（23）1600

　 ▼南三陸農業協同組合

　営農企画課　緯 0226（46）3680

　ボクシングを応用したエクササイ

ズ「ボクササイズ」に挑戦してみま

せんか。

【日時】　４月１３日（日）午後３時～

【場所】　２階フィットネススタジオ

【募集人員】　１５人（先着順）

【受講料】　1,500円

【申込方法】　受講料を添えて、直接

　市民プール内の受付で申し込んで

　ください。

　※電話での申し込みは受け付けま

　せん。

【申し込み・問い合わせ】

　市民プール

　緯 0220（22）5492

　市民プール
　ボクササイズ受講者募集

【募集人員】　100人（先着順）

【申込方法】　電話、ファクシミリ。

　※ファクシミリの場合は、参加者

　全員分の住所、氏名、年齢、電話

　番号を記入の上、市民参加の新た

　な森林づくり参加（植林体験）希

　望と明記してください。

【申込締切】　４月２５日（金）

【申し込み・問い合わせ】

　産業経済部農林政策課

　林業振興係

　緯 0220（34）2716

　胃 0220（34）2801


