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緯

人　口
世帯数地区

計女男

21,85211,29310,5597,244迫

5,5622,9222,6401,823登米

7,6723,9303,7422,511東和

16,3998,4287,9714,639中田

6,9543,5613,3932,018豊里

10,5425,4185,1242,857米山

5,6882,9012,7871,582石越

9,1614,7434,4182,502南方

3,9722,0461,9261,216津山

87,80245,24242,56026,392合計

登米市のデータ

緯お知らせお知らせのの
問い合わせ問い合わせ先先

開催場所
開催日

１１月１０月

迫総合支所６日（木）２日（木）

南方総合支所１０日（月）６日（月）

登米総合支所１３日（木）９日（木）

東和総合支所１７日（月）１６日（木）

豊里総合支所２０日（木）２０日（月）

米山総合支所２１日（金）２３日（木）

石越総合支所２７日（木）２７日（月）

津山総合支所２８日（金）３０日（木）

【時間】　午後１時３０分～４時３０分

【相談料】　無料

　※相談日以外は、商工観光課で消

　費生活相談員が応じています。

【問い合わせ】　

　産業経済部商工観光課

　商業振興係

　緯 0220（34）2734

　消費生活出前相談

　各総合支所で、消費生活上のトラ

ブルや多重債務などの相談に応じ、

解決の手伝いをします。

【１０月・１１月の相談日】

人口・世帯数

（平成20年8月末現在）

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　１０月３０日（木）

　午後８時まで

【場所】　市役所迫庁舎１階

　総務部税務課　徴収対策係　　

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　10月の
　夜間相談窓口開設日

10月の納税 など

登米市役所　　緯 0220（22）2111

迫総合支所　　緯 0220（22）2213

登米総合支所　緯 0220（52）2111

東和総合支所　緯 0220（53）4111

中田総合支所　緯 0220（34）2311

豊里総合支所　緯 0225（76）4111

米山総合支所　緯 0220（55）2111

石越総合支所　緯 0228（34）2111

南方総合支所　緯 0220（58）2111

津山総合支所　緯 0225（68）3111

※年金天引きの人は含まれません。
※口座振替の人は、通帳の残高を
確認してください。

トレーニングルーム利用者講習会

◆なかだアリーナ
【講習会日時】　
　１０月２４日（金）午後７時～
【定員】　５０人（要予約）
【受付開始】　１０月７日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　なかだアリーナ
　緯 0220（34）7302

◆とよま蔵ジアム
【講習会日時】　
　１１月４日（火）午後７時～
【定員】　２０人（要予約）
【受付開始】　１０月２１日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　とよま蔵ジアム
　緯 0220（53）1155

　10月の
　多重債務110番の日

市県民税　　　　第３期
国民健康保険税　第５期
介護保険料　　　第５期
後期高齢者医療保険料　第４期

　借金で悩んでいませんか。

　借金問題はさまざまな方法により

必ず解決できます。市の消費生活相

談員が、借金・多重債務の相談に応

じ、弁護士や関連部署などと連携し

ながら、多重債務の解消・債務整理

後の生活再建を支援します。

　相談料は無料で、秘密は厳守され

ます。

　一人で悩まず、ちょっと勇気を出

して、まず相談をしましょう。

【日時】　 ▼６日（月）、１４日（火）、

　２０日（月）、２７日（月）午前９時～

　午後８時 ▼１９日（日）午前９時～

　午後５時

【相談電話番号】

　緯 0220（34）2308　※直通

【問い合わせ】

　産業経済部商工観光課

　商業振興係

　緯 0220（34）2734

　迫図書館
　10月のおはなし会

　絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊

びなどをします。

【日時】　１０月４日（土）、１８日（土）

　午前１０時３０分～

【場所】　迫図書館　２階研修室

【問い合わせ】

　迫図書館

　緯 0220（22）9820

納期限　１０月３１日（金）

▼１０月２７日から１１月９日までは秋の読書週

間です。ここ数年、読書らしい読書をして

いないので、この機会に読書を趣味の一つ

に加えてみようかなと思います。 ▼ 日に

日に気温も下がって、田んぼの稲穂も黄金

色に染まり、実りの秋を迎えました。市内

のいたるところで稲刈り作業が盛んに行わ

れています。今年の新米の味に期待が膨ら

みます。（猪股）

編集室から

27 Oct.2008

　市営住宅入居者募集

◆中田本町住宅２号

　（中田町石森字本町７３番地）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　19,600円～32,400円

　駐 車 場　あり

【募集対象者】　

　現に住宅に困っている世帯

【入居資格】

　①入居収入基準が２０万円以下であ

　ること（小学校就学前の子どもの

　いる世帯については２６.8万円以下）。

　※収入基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で除した金額。

　②同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　※原則として単身での入居はでき

　ませんが、６０歳以上の人（ただし、

　特例として平成１８年４月１日現在

　で５０歳以上の人も可）、身体障害

　者（１～４級）・精神・知的障害者

　の人は単身入居することができま

　す。詳細については、お問い合わ

　せください。

　③入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　④現に市営住宅に入居している人

　は、申し込みできません。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【申込期限】　１０月１５日（水）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　１０月２０日（月）から２６日（日）までの１週間は「行政相談週間」です。

　期間中は、特設相談日を設け、行政相談委員が皆さんの相談に応じます。

相談は無料で、秘密は守られます。気軽にご相談ください。

開設場所時　間開催日行政相談委員氏名町域名

迫公民館
10：００～12：００

１０月２２日（水）
尾 形 重 雄迫

森公民館１０月２３日（木）

登米老人福祉センター９：００～12：００１０月２０日（月）竹 内 秀 男登米

米谷公民館９：００～12：００１０月１６日（木）大 崎 俊 二東和

上沼ふれあいセンター13：00～15：００１０月２１日（火）秋山紀久子中田

豊里高齢者趣味の交流館９：００～12：００１０月１７日（金）山 形 孝 男豊里

米山総合保健福祉センター10：００～１２：００１０月２０日（月）長 谷 浩 子米山

石越総合支所９：００～１５：００１０月２０日（月）菊 地　 薫石越

南方公民館
13：30～15：30

１０月２２日（水）
佐 々木振作南方

東郷公民館１０月２３日（木）

津山公民館９：3０～１２：００１０月２２日（水）今 野 光 行津山

【問い合わせ】　総務部総務課　総務法制係　緯 0220（22）2091

　企画展「語り継ぐ
　登米市の学童疎開」

　東京杉並区立博物館や全国疎開学

童連絡協議会の皆さんのご協力によ

り、企画展「語り継ぐ登米市の学童

疎開」を開催します。

纂「語り継ぐ登米市の学童疎開」展

【期間】

　１０月１１日（土）～１１月３０日（日）

【時間】　午前９時～午後４時３０分

　※ただし、入館は午後４時まで

【場所】　歴史博物館

■企画展開催期間中のイベント

オープニングイベント

【日時】

　１０月１１日（土）午前１０時～１１時

【場所】　歴史博物館

【内容】　登米春嵐太鼓、佐沼鹿踊り

　の披露など

基調講演会

【日時】　１０月１１日（土）

　午後１時３０分～３時

【場所】　歴史博物館

【演題】　こどもたちの戦争体験～学

　童疎開～

【講師】　全国疎開学童連絡協議会

　副会長　小林奎介さん

【参加費】　無料

【申込方法】　電話

【申込期限】　１０月１０日（金）

第１回ヒストリー・カフェ

【日時】　１１月１日（土）

　午前１０時～正午

【場所】　不老仙館（東和）

【内容】

　①講話： ▼演題＝「集団疎開の思

　い出」 ▼ 講師＝桃井第三小学校卒

　業生・米谷疎開経験者・フリーラ

　イター　大川 洸 さん
ひろし

　②体験＆カフェ：すいとん試食体

　験など

【募集人員】　３０人

【参加費】　５００円

【申込方法】　電話

【申込期限】　１０月２６日（日）

～共通事項

【申し込み・問い合わせ】

　歴史博物館

　緯 0220（21）5411

　 ▼休館日＝月曜日（月曜日が祝日

　の場合は、火曜日が休館）

　 ▼臨時休館日＝１０月９日（木）、１０

　日（金）

秋 の 行 政 相 談 会


