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　６月のパソコン相談室

　登米祝祭劇場
　６月のイベント情報

◆小野寺榮　まんが・水彩画・油絵

展

【日時】　６月１日（日）～２７日（金）

　午前１０時～午後５時

　※２７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】　６月１８日（水）午前１０時～

【場所】　小ホール

【入場料】　一家族300円

【問い合わせ】　

　NPO法人すくすく保育研究所

　緯 090（2999）8253

◆パソコン教室

　ワードで暑中見舞い、エクセルで

簡単な家計簿を作ってみませんか。

ワード

【日時】　

　６月１０日（火）午前１０時～正午

　６月１３日（金）午後７時～９時

エクセル

【日時】

　６月１７日（火）午前１０時～正午　

　６月２０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】　６月２９日（日）

　午前１０時～正午

【場所】　中田生涯学習センター

【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

第１次試験申込受付期間受験資格採用予定人員試験区分

７月１３日
（日）

６月２０日（金）
まで

昭和５４年４月２日以
降に生まれた大卒の
人（卒業見込み含む）

９５人程度男　　性警察官Ａ
（大卒・卒業
見込み）

１０人程度女　　性

５人程度武道指導

９月２１日
（日）

８月１日（金）

～

８月２９日（金）

昭和５４年４月２日か
ら平成３年４月１日
までに生まれた大卒
以外の人

６５人程度男　　性
警察官Ｂ

（大卒以外）
１０人程度女　　性

９月２８日
（日）

８月１５日（金）

～

９月５日（金）

昭和５９年４月２日か
ら平成元年４月１日
までに生まれた人

３人程度
警察事務

（短大卒程度）

昭和６２年４月２日か
ら平成３年４月１日
までに生まれた人

３人程度
警察事務

（高校卒程度）

【問い合わせ】

　 ▼佐沼警察署　警務課　緯 0220（22）2121

　 ▼登米警察署　警務課　緯 0220（52）2121

　 ▼最寄りの交番・駐在所

纂平成２０年度警察官・警察職員採用試験日程

　宮城県警察官・警察職員を募集します。

　試験案内（受験申込書）は佐沼警察署、登米警察署、各交番・駐在所

にあります。

宮城県警察官・警察職員募集

　公共事業再評価への
　意見を募集

　県では、現在実施している公共事

業の中で、事業着手後、相当の期間

が経過している事業について、事業

を継続すべきかどうかの再評価を

行っています。再評価に関する資料

を公表していますので、皆さんから

の意見を募集します。

【資料の公表】　県のホームページ（

　http://www.pref.miyagi.jp/hyo

　ka/）、県政情報センター（県庁地

　下１階）、県政情報コーナー（大河

　原、北部、東部、気仙沼の地方振

　興事務所および栗原、登米の地域

　事務所）

【資料公表開始日】　６月１１日（水）

【対象事業（市内事業を抜粋）】

　 ▼広域基幹迫川河川改修事業 ▼広

　域基幹迫川（長沼）河川改修事業

　 ▼広域基幹迫川（荒川）河川改修

　事業 ▼長沼ダム建設事業 ▼経営体

　育成基盤整備事業（川北２期地区）

【意見の募集期間】　

　６月１１日（水）～７月１０日（木）

【提出方法】　郵送、ファクシミリ、

　電子メール

【提出先】　県企画部行政評価室

　 ▼郵送 〒980－8570

　　※住所記載不要

　 ▼胃 022（211）2493

　 ▼死 g-hyoka@pref.miyagi.jp

【意見提出時記載事項】

　①氏名または法人などの名称②住

　所または所在地③電話番号④電子

　メールアドレス（お持ちの場合の

　み）⑤対象となる事業名と意見の

　内容

【その他】　 ▼頂いた意見の概要およ

　びその意見に対する県の考え方を

　取りまとめて公表します。 ▼氏名

　などの個人情報は公表しません。

　 ▼頂いた意見に対して、個々に回

　答はしません。

【問い合わせ】

　県企画部行政評価室

　緯 022（211）2406

※高度専門士の称号を取得の人（取得見込み含む）は、警察官Ａ区分での受験となります。

23 Jun.2008

　市内で行われる
　模擬評議体験参加者募集

　白鳥スマイルキッズデー
　参加者募集

　親子で体験保育ができます。

　また、専任保育士が育児相談にも

応じます。

【日時】　６月１９日（木）

　午前９時３０分～１１時

【場所】　白鳥保育園（南方町）

【対象者】　乳児～就学前の児童

【内容】　初夏のお散歩

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　白鳥保育園

　緯 0220（58）2681

　※随時、受け付けています。

　第４回
　「歌と踊りの祭典」

　事業主の皆さんへ
　求人募集のお願い

　平成２１年３月新規中学校・高等学

校卒業者を対象とする求人申し込み

が、６月２０日（金）から始まります。

　早期に採用計画を立てていただき、

求人申し込みをしていただきますよ

う、ご協力をお願いします。

【問い合わせ】

　ハローワーク迫（学卒担当）

　緯 0220（22）8609

　税務職員を募集します

　仙台国税局では、税務職員を募集

します。

【受験資格】　昭和６２年４月２日～平

　成３年４月１日生まれの人

【申込受付期間】　

　６月２４日（火）～７月１日（火）

【試験日・試験内容】

　 ▼第１次試験（教養試験、適性試

　験、作文試験）＝９月７日（日）

　 ▼第２次試験（人物試験、身体検

　査）＝１０月１６日（木）から２３日（木）

　までのいずれか指定する日

【受験申込書の請求】　最寄りの税務

　署、仙台国税局人事第二課または

　人事院東北事務局

【受験申込書の提出先】　※郵送

　人事院東北事務局　第二課試験係

　〒980－0014

　仙台市青葉区本町３－２－２３

【問い合わせ】

　 ▼佐沼税務署総務課

　緯 0220（22）2501

　 ▼人事院東北事務局

　緯 022（221）2022

　 ▼仙台国税局人事第二課

　緯 022（263）1111　内線3236

　日ごろ、在宅で生活していて、外

出する機会や交流する場の少ない障

害者の人とその家族を招待し、ボラ

ンティアによる歌や踊りなどで楽し

い一日を過ごしてもらおうと、「歌

と踊りの祭典」が開催されます。

【日時】　６月２９日（日）午後１時～

　※正午開場

【場所】　登米祝祭劇場大ホール

【主催】　ボランティアひまわりの会

　（代表：及川圭助）

【後援】　登米市・市社会福祉協議会

【招待者】　市内の障害者とその家族

【入場整理券】　１枚５００円

　※登米祝祭劇場で取り扱っています。

【収益金】　市内福祉団体へ寄付

【内容】　和太鼓、舞踊、生バンドに

　よる歌謡ショー

【出演者】　趣旨に賛同するボラン

　ティア団体など

【問い合わせ】

　ボランティアひまわりの会

　緯 0220（58）2414

　携帯 080（6037）6221（及川）

　県東部保健福祉事務所
　６月の相談

アルコール家族教室

【日時】　６月１８日（水）

　午後１時３０分～３時３０分

【対象者】　飲酒の問題で悩んでいる

　家族、アルコール依存症について

【日時・場所】

場　所時　間月　日

米谷公民館
和室１

１３：３０

～

１５：３０

６月１９日
（木）

津山林業総合
センター
研修室

９：３０

～

１１：３０

６月２０日
（金）

迫公民館
２階大会議室

９：３０

～

１１：３０

７月１日
（火）

【内容】　①模擬評議体験：ある事件

　を題材としたビデオを基に模擬評

　議を体験②意見交換・質疑応答

【参加費】　無料

【その他】　参加者全員に、最新の裁

　判員制度広報用映画ＤＶＤやオリ

　ジナルグッズを差し上げます。

【募集人員】　各回３０人（先着順）

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　仙台地方裁判所事務局総務課

　緯 022（222）6111　内線3012

　知りたい家族

【内容】　

　講演：アルコール依存症とは

精神保健福祉相談

【日時】　６月２７日（金）

　午後１時３０分～３時

【対象者】　心の悩み、ストレスなど

　を抱えた本人・家族・関係者など

・共通事項

【場所】　県東部保健福祉事務所

　登米地域事務所

【相談料】　無料

【予約方法】　事前に電話で予約して

　ください。

【問い合わせ】

　県東部保健福祉事務所

　登米地域事務所　母子・障害班

　緯 0220（22）6118

　平成２１年５月までに、国民の皆さ

んが刑事裁判に参加する裁判員制度

が導入されます。どのように裁判員

と裁判官で話し合い、有罪・無罪や

刑の内容を決めるのか体験してみま

せんか。


