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　７月のパソコン相談室

　登米祝祭劇場
　７月のイベント情報

◆佐々木智　木彫り工芸展

【日時】　７月１日（火）～３１日（木）

　午前１０時～午後５時

　※３１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

◆とめ・くりはらマンドリンクラブ

第９回定期演奏会

【日時】　７月１３日（日）午後２時～

【場所】　大ホール

【入場料】　前売り　500円

【問い合わせ】　

　とめ・くりはらマンドリンクラブ

　緯 0220（29）6618

◆えほん・おもちゃであそぼう！！

ふれあいひろば

【日時】　７月２３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

◆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】　７月２０日（日）

　午前１０時～正午

【場所】　迫にぎわいセンター

【申込期限】　５日前まで

◆出前コース

　都合の良い時間に合わせて、あな

たの自宅にパソコンを持参して相談

に応じます。

【料金】　１コース5,000円（４時間）

【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

　ホストファミリー、
　日本語サポーター募集

　苛宮城県国際交流協会（ＭＩＡ）

では、外国からのお客さんをもてな

すホストファミリーと、県内に住む

外国人に日本語を教える日本語サ

ポーターを募集しています。

　興味のある人は、まずは資料請求

をしてください。

◆ＭＩＡホストファミリー

　日本の家庭生活を体験したい外国

の人のホームステイを受け入れるホ

ストファミリーを募集します。温か

いおもてなしの心があれば、特別な

準備は何も必要ありません。

【ホームステイ受入期間】

　１泊２日～１週間程度

◆ＭＩＡ日本語サポーター

　外国の人の要望に応じて、マン

ツーマンで日本語を教える日本語サ

ポーターを募集します。

　サポーターとして登録をしていた

だき、日本語学習希望者から申し込

みがあったときに、条件の合う人を

優先して紹介します。特別な資格は

必要ありません。

【資料請求先・問い合わせ】

　苛宮城県国際交流協会

　企画事業課（担当：伊藤、椎名）

　〒981－0914

　仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７

　宮城県仙台合同庁舎７階

　緯 022（275）3796

　胃 022（272）5063

　死 mia@k2.dion.ne.jp

【URL】　http://www.h5.dion.ne.

　jp/~mia/

　７月は
　「河川愛護月間」です

　林林館陶芸教室
　参加者募集

　親子で、あるいは個人で、皿やマ

グカップなど自分の作りたいものを

作ってみませんか。

【日時】　７月２７日（日）、２８日（月）

　いずれも午前１０時～正午

【場所】　林林館２階

【講師】　瑞樹窯　笠政彦さん

【材料費】　1,000円（500g）～

【募集人員】　各２０人

【申込方法】　電話

【申込期限】　開催日の３日前

【申し込み・問い合わせ】

　 ▼林林館

　緯 0220（45）1821

　 ▼瑞樹窯

　緯 0220（45）1226

　国土交通省では、美しい川を安

全・適正に利用してもらい、より親

しんでもらうために、毎年７月を

「河川愛護月間」と定めています。

　清らかな水の流れと自然に恵まれ

た河川は、わたしたちの大切な資

源・財産であるとともに、地域社会

に憩いと潤いを与え、まちづくりや

地域づくりにも大きな役割を果たし

ています。

　しかし、依然として生活廃材や廃

タイヤなどの不法投棄・ごみの投げ

捨てが多く、河川の環境美化の障害

となっています。川の環境を守り、

安全で美しいせせらぎをいつまでも

残せるよう、河川の美化と愛護にご

理解とご協力をお願いします。

　なお、ごみの不法投棄や重油など

の流出を発見したときには、最寄り

の国土交通省の出張所へ連絡をお願

いします。

　また、地域の皆さんや子ども会で

河川清掃などの美化活動を行う場合

にも連絡をお願いします。

【問い合わせ】

　 ▼国土交通省

　北上川下流河川事務所

　緯 0225（94）9851

　 ▼国土交通省　北上川下流河川事

　務所　米谷出張所

　緯 0220（42）2154

　 ▼国土交通省　北上川下流河川事

　務所　飯野川出張所

　緯 0225（62）3102
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　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】　７月１７日（木）

　午前９時３０分～１１時

　県東部保健福祉事務所
　７月の相談

アルコール家族教室

【日時】　７月１６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

　知りたい家族

【テーマ】　

　アルコール依存症者の心理

精神保健福祉相談

【日時】　７月２４日（木）

　午後２時～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

着衣水泳教室

【日時】

　７月１２日（土）午前１０時３０分～

【場所】　市民プール

【対象】　小学生以上

【募集人員】　５０人（先着順）

【持参するもの】　洗濯済みのＴシャ

　ツ・ズボン・靴、ペットボトル（５００

　悪～２渥）を２本以上

心肺蘇生法・AED取扱講習会

【日時】

　７月１２日（土）午後１時３０分～

【場所】　市民プール２階　フィット

　ネススタジオ

【対象】　高校生以上

【募集人員】　３０人（先着順）

【持参するもの】

　運動ができる軽装、上履き

・共通事項

【参加費】　無料

【申込方法】　直接または電話

【申し込み・問い合わせ】

　市水泳協会事務局（市民プール内）

　緯 0220（22）5492

　もくもく親子工作教室
　参加者募集

　杉板や矢羽板を使って、親子でオ

リジナルの木工品を作ってみません

か。完成した作品は、もくもく工作

コンクールにその場で応募できます。

◆もくもく親子工作教室

【日時】　７月１９日（土）、２０日（日）、

　２６日（土）、２７日（日）、８月２日

　（土）、３日（日）の午前１０時～午

　後３時

【場所】　もくもくランド

【募集組数】　１日２０組

【参加料】　１組1,000円（材料費）

【申込方法】　親子ペアで、直接また

　は電話でお申し込みください。

◆もくもく工作コンクール作品展示

会

　応募作品をすべて展示します。

【日時】　８月９日（土）～１５日（金）

　午前９時～午後４時

【場所】　もくもくランド

【申し込み・問い合わせ】

　クラフトショップもくもくハウス

　緯 0225（69）2341

　第３回もくもくランド
　ふるさと絵画展作品募集

　ふるさと登米市の大好きな風景を

描いて応募してみませんか。

　着衣水泳講習会、
　心肺蘇生法・AED取扱
　講習会参加者募集

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。
【７月の開設日】　７月１６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

【場所】　白鳥保育園（南方町）

【対象者】　乳児～就学前の児童

【内容】　プール遊び

【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。

【対象者】　市内の小学生

【題材】　市内の風景・行事

【画材】　

　 ▼四ツ切り画用紙（３６×５２cm）

　 ▼色材料は自由

【応募方法】　郵送、持参

　※作品の裏面に鉛筆で、学校名、

　学年、氏名（ふりがな）、郵便番号、

　住所、電話番号、図画を描いた場

　所とその理由を明記してください。

【募集締切】　７月２７日（日）必着

【その他】　すべての応募作品を８月

　１日（金）から１７日（日）まで、

　もくもくランドに展示します。

【応募先・問い合わせ】

　協同組合もくもくランド

　もくもくランド登米市ふるさと絵

　画展係

　〒986－040２

　登米市津山町横山字細屋２６番地１

　緯 0225（69）234１
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