▼

ワードでＡ４サイズ（横置き、縦
書き１枚４
００字）
で印字してくださ
い。 原本を送付してください。
▼

写真展ならびに
春の山野草展

【応募締切】

【日時】 ５月１７日（土）・１８日（日）
午前９時～午後５時
※１８日は午後３時まで

▼ ▼

迫町山野草愛好会
春の山野草展示会

原稿には必ず、通しのページナ
ンバーを記入してください。 原
稿の表紙にタイトル、氏名、年齢、
住所を明記してください。タイト
ルと氏名にはふりがなを付けてく
だ さ い 。 パ ソ コン の 場 合 は 、
▼

東日本旅客鉄道㈱
小牛田保線技術センター
緯 0229（33）3232

▼

します。また、雨天・強風時は中
止します
【発注者・問い合わせ】

第１１回公演分＝５月３１日（土）

第１２回公演分＝９月３０日（火）
※どちらも当日消印有効

【選考】 苛登米文化振興財団理事長
が委嘱する審査員が選考します。
【日時】 ５月１
３日（火）・１４日（水） 【問い合わせ】
結果は、応募者全員に通知します。
米川山野草愛好会（事務局：佐藤）
午前９時～午後３時
【その他】 応募作品は返却しませ
緯 090（2368）5514
【場所】
ん。 応募に対しての謝礼はあり
迫老人福祉センター（車庫内）
ません。 原作のあるものは、必
【問い合わせ】
夢フェスタ水の里
ず作者の許可を得てください。
迫町山野草愛好会（事務局：武田）

東北本線＝瀬峰駅～油島駅
気仙沼線＝のの岳駅～陸前戸倉

駅
【散布時期】 ５月～１１月
【散布時間】 夜間
【その他】 散布時には専門家を配置

社会保険相談所開設
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2008

【募集規定】 次の４項目すべてを満
たす作品とします。
夢フェスタの趣旨に合致上演
時間は１時間３０分程度未発表で
未投稿子どもから大人まで約３０
人が出演

▼

苛登米文化振興財団
〒987－0511
登米市迫町佐沼字光ヶ丘３０
（登米祝祭劇場内）
緯 0220（22）0111

車上狙い・忍び込みに
注意！
市内の刑法犯の発生件数は、３月
２４日現在で１８
０件となっており、前
年同期比７
０件増（63.
6%増)
と大幅に
増えています。
特に、車上狙いや忍び込みなど、
わたしたちの身近で発生する事件が
多発していますので、車内には貴重
品を置かない、車から離れるときは
必ず鍵を掛ける、就寝時は確実に施
錠するようお願いします。

【応募方法】 郵送、持参
脚本は原稿用紙に換算して100
～130枚とし ま す 。 表 紙 の 次 の 【問い合わせ】
ページに800字程度のあらすじを、
佐沼警察署 生活安全課
またその次のページに登場人物表
緯 0220（22）2121
を作成してください。 原案の場
登米警察署 生活安全課
合は、原稿用紙３～５枚とします。
緯 0220（52）2121

【問い合わせ】
県健康推進課
緯 022（211）2623

伊豆沼・内沼のブラック
バス駆除活動参加者募集
県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
ンターでは、環境保全活動を通じて
自然保護への関心を深めてもらおう
と、市民参加によるブラックバス駆
除活動を行っています。
ブラックバスは肉食性で、日本在
来の魚 や水生昆虫を 捕食し、伊豆
沼・内沼をはじめとする多くの場所
で生態系を破壊してきました。伊豆
沼・内沼では、駆除活動を続けた結
果、かつていた小魚が見られるよう
になり生態系が復活しつつあります。
沼の中に入り、水鳥や小魚、美し
い水生植物に触れ合いながら、伊豆
沼・内沼の環境を守る活動（ブラッ
クバス駆除）に参加してみませんか。
【日時】 ６月中旬までの毎週日曜日
午前９時～正午
【集合場所】 県伊豆沼・内沼サンク
チュアリセンター（栗原市）

５月の
パソコン相談室
◆パソコン教室
ワードで名刺、エクセルで簡単な
会計報告書を作ってみませんか。
ワード
【日時】
５月６日（火）午前１０時～正午
５月９日（金）午後７時～９時
エクセル
【日時】
５月１
３日（火）午前１０時～正午
５月１６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

【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。
【日時】 ５月２
５日（日）
午前１０時～正午
【場所】 南方住民情報センター
【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

登米祝祭劇場
５月のイベント情報
◆伊藤勝 み・ち・づ・れ作品展
～水墨画・絵手紙などの作品展～
【日時】 ５月１日（木）～３０日（金）
午前１０時～午後５時
※３０日は正午まで
【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
◆えほん・おもちゃであそぼう！！
ふれあいひろば
【日時】 ５月１８日（日）午前１０時～
【場所】 小ホール
【入場料】 一家族300円
【問い合わせ】
NPO法人すくすく研究所
緯 090（2999）8253

エネルギー使用合理化事業者支援事業公募のお知らせ
【事業内容】 園芸施設における暖房機の高効率暖房機への代替またはヒートポ
ンプ導入に要する経費の１／３以内を補助する。
【申請方法】 申請を希望する事業者（法人格を有する農業団体）は、高効率暖
房機やヒートポンプ導入による省エネルギー効果に関する「高効率暖房機等
導入計画」を提出し、東北農政局長の承認を受ける必要があります。その後、
NEDO技術開発機構に事業実施計画書や補助金交付に係る承認申請などを行
うこととなります。詳細については、お問い合わせください。
【申請期限】 ①東北農政局への計画申請期限＝５月２３日（金）
②NEDO技術開発機構への応募期限＝６月１０日（火）午後５時３
０分（必着）
【申し込み・問い合わせ】
東北農政局生産経営流通部園芸特産課 緯 022（263）1111（内線4331）
市産業経済部農産園芸畜産課 園芸振興係 緯 0220（34）2713
▲▲

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。
【５月の開設日】 ５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）1201

【募集テーマ】
①第１１回公演（平成２
１年３月ごろ
の予定）＝明治期に地域の人々を
カナダに渡航させるなど、先駆的
な実業家として知られる及川甚三
郎（登米市東和町出身）に関する
内容
②第１２回公演
（平成２
２年春の予定）
＝テーマは自由

【応募先・問い合わせ】

県女医会女性の健康相談室
緯 090（5840）1993
※電話は予約専用です。受け付け
は、土曜・日曜・祝日を除く午前
９時から午後５時まで。

▼

▼ ▼

【散布範囲】 ※線路内

【応募資格】
どなたでも応募できます。

制作上、選考作品の修正を依頼す
る場合があります。 詳細につい
ては、お問い合わせください。

【申込期限】 参加希望日の１週間前
【相談日時】 ５月２４日（土）
午後２時～５時
【申し込み・問い合わせ】
※上記のほかに、仙台市会場でも
県伊豆沼・内沼サンクチュアリセ
相談を受けることができます。希
ンター（事務局：進東）
望する人はお問い合わせください。
〒989－5504
栗原市若柳字上畑岡敷味１７－２
【場所】 大崎市
緯 0228（33）2216
※詳しい場所は、予約時にお知ら
胃 0228（33）2217
せします。
死i
z
unuma@ci
r
cus
.
ocn.
ne.
j
p
【予約先】

▼

列車の安全運行と関係設備の適切
な管理を行うために、除草薬を散布
します。沿線の皆さんにはご迷惑を
お掛けすることのないよう、慎重に
散布しますので、ご理解をお願いい
たします。

脚本から出演まで市民が行う創作
劇「夢フェスタ水の里」の脚本また
は原案を募集します。

▼

ＪＲ東日本から
線路沿線の皆さんへ

脚本・原案募集

▼

緯 0220（22）4088

▼

▼

▼

▼

【場所】 米川公民館

【申込方法】 電話、ファクシミリ、
電子メール、郵送
※ファクシミリ、電子メール、郵
送の場合は、参加希望日、住所、
思春期や更年期に伴う身体的・精
氏名、電話番号を記入の上、ブラッ
神的不調、家庭や職場でのストレス
クバス駆除活動参加希望と明記し
などで悩んでいる女性の相談に応じ
てください。
ます。完全予約制で相談は無料です。

女性医師による
女性の健康相談
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