で みせ

出店やボランティアによる踊り、
大抽選会のほか、お祭りの最後には
花火の打ち上げも行います。
【日時】 ８月９日（土）
午後６時～８時
【場所】 介護老人保健施設なかだ東
側駐車場（雨天時は施設内デ イケ
アホール）
【問い合わせ】
介護老人保健施設なかだ
緯 0220（35）2655

第８回
機織沼のかがり火祭り
かがり火祭りは、東和町錦織地区
で、西郡新左衛門という殿様と地域
の先祖を供養するために始まったイ
ベントです。２渥のペットボトルの
中にろうそくを立て、沼周辺と水面
に火をともします。今年は約４
００個
のかがり火を設置する予定です。
【日時】 ８月１
５日（金）午後７時～
【場所】 機織沼農村公園（東和町）
【問い合わせ】
やす ひろ

機織沼振興会（会長：大内泰弘）
緯 0220（44）3606

個人事業税の
納付について

▼ ▼

平成２０年度個人事業税の納期限は
次のとおりです。
第１期分：９月１日（月）

記念館友の会が主催する今年の夏
祭りは、仮面ライダーキバショー、
生バンド演奏、佐々木義衛さんによ
る登米音頭など、多くのゲストをお
迎えして開催します。
【日時】 ８月１７日（日）
午前１１時～午後９時
【場所】 石ノ森章太郎ふるさと記念
館駐車場内
【問い合わせ】
石ノ森章太郎ふるさと記念館友の
会事務局
緯 0220（35）1099

「夏だ！あつまれ
元気っこ」参加者募集

タウンページセンタ
緯 0120（506）309

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】 ８月２
１日（木）
午前９時３０分～１１時
【場所】 白鳥保育園（南方町）
【対象者】 １歳～就学前の児童

【内容】 おだんご遊び
子育てサポーター「てって」では、 【申込方法】 電話
子育て支援事業の一環として、未就 【申し込み・問い合わせ】
白鳥保育園
学児を対象としたイベントを開催し
緯 0220（58）2681
ます。
※随時、受け付けています。
【日時】 ８月３０日（土）
午前１０時～１１時３０分
【場所】 迫公民館

軽運動場

【募集人員】

宮城シニア美術展
作品募集

親子３０組（兄弟姉妹での参加可）
【内容】 リトミック、読み聞かせ、
パネルシアターなど

【募集対象】 日本画・洋画・書・写真・
工芸の５部門

【参加費】 子ども１人につき１００円

【テーマ】 自由

【申込方法】 電話

【応募資格】 県内在住の６
０歳以上の
アマチュアの人

【申込期限】 ８月１８日（月）
【申し込み・問い合わせ】
子育てサポーター「てって」
（事務局＝市社会福祉協議会迫支
所内）
緯 0220（22）3537

第２期分：１
２月１日（月）
納税通知書が届いたら、忘れずに
最寄りの金融機関、コンビニエンス
ストアまたは県税事務所の窓口で納
ＮＴＴ東日本発行の
付してください。便利な口座振替制
電話帳を配達・回収します
度もあります。また、納税相談も当
事務所窓口で随時行っていますので、
ＮＴＴ東日本宮城支店では、８月
気軽にお問い合わせください。
中に順次、新しい電話帳（平成２
０年
【問い合わせ】
９月発行）を各家庭・事業所へお届
けします。その際、現在お使いの電
県登米県税事務所 納税班
話帳は、新しい電話帳と取り替えま
緯 0220（22）6114
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すので、配達員へお渡しください。
なお、配達員に古い電話帳を渡せ
なかった場合、後日改めて回収に伺
いますので、タウンページセンタま
でご連絡ください。
【問い合わせ】

【申し込み】 部門ごとに応募規定が
ありますので、詳細についてはお
問い合わせください。
【出展申込料】 500円

県東部保健福祉事務所
８月の相談
アルコール家族教室
【日時】 ８月２０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・内容】
ミーティング（集団療法）
精神保健福祉相談
【日時】 ８月２２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

台市地下鉄の全路線
※ミヤコーバス（仙台圏以外の路
線）、るーぷる仙台、定期観光バス、
空港バス、Ｋスタ宮城シャトルバ
スなどは除く
【金額】 大人＝1,
000円、小学生以
下＝500円
【発売場所】 仙台駅西口バスプール
案内所、地下鉄各駅、市営バス車
内、宮城交通営業所（ミヤコーバ
スを除く）・案内所など
【その他】 キップには、協力施設の
施設割引券が付いているほか、抽
選で温泉入浴券や施設入場券など
のプレゼントが当たる応募券付き
です。
【問い合わせ】
仙台市交通局企画経理課
緯 022（712）8312

【問い合わせ】
県社会福祉協議会
いきがい健康課
緯 022（223）1171

登米祝祭劇場
８月のイベント情報
◆夏休み親子映画会「サーフズ・アッ
プ」
【日時】 ８月９日（土）
午前１０時～、午後１時３０分～
【入場料】 無料
【問い合わせ】 市視聴覚センター
緯 0220（22）5219
◆えほん・おもちゃであそぼう！！
ふれあいひろば

８月のパソコン相談室

【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

バス・地下鉄１日乗車券
「夏休み遊ぼうキップ」
夏休み遊ぼうキップは、期間中の
１日間に限り、仙台市内のバス・地
下鉄が乗り放題となるキップです。
夏休み期間中の「とめジュニアパス
ポート」の利用にも便利です。
【期間】 ８月２
５日（月）まで
【利用できる交通機関】
仙台市営バス・宮城交通バス・仙

◆パソコン教室
ワードで海水浴の案内状作成、エ
クセルの基本操作の練習をしてみま
せんか。
ワード
【日時】
８月１２日（火）午前１０時～正午
８月１
５日（金）午後７時～９時
エクセル
【日時】
８月１
９日（火）午前１０時～正午
８月２２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。

【入場料】 無料

NPO法人パソコン・ネット・みやぎ
緯 0220（21）5262

【場所】 大ホール

【展示期間】

県民ギャラリー

【申し込み・問い合わせ】

【予約方法】 事前に電話で予約して
ください。

【申込方法】 電話

【展示会場】
宮城県美術館

【料金】 １コース5,
000円（４時間）

【相談料】 無料

【申込期限】 １０月２０日（月）
１２月１８日（木）～２
１日（日）

【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。

【日時】 ８月３１日（日）
午前１０時～正午
【場所】 石越公民館

【日時】 ８月９日（土）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
◆第６回祝祭お祭り広場
【日時】 ８月１７日（日）午後１時～
【場所】 ロータリー
【内容】 出店、抽選会など
【入場料】 無料
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆爆笑ものまねバトル！！サマー・
カーニバルi
n
登米
【日時】 ８月２４日（日）
午後１時～、午後４時３０分～
【場所】 大ホール
【入場料】 前売り

▼

石ノ森章太郎記念館
夏祭り

Ｓ席3,
300円

▼

介護老人保健施設なかだ
夏祭り

Ａ席2,
800円
※全席指定となります。
【問い合わせ】 Ｋ２プランニング
緯 022（366）3044
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