【相談電話番号】
緯 0570（070）810
【問い合わせ】
仙台法務局人権擁護部
緯 022（225）5611

個人事業税の
納付について
１１月は、平成２０年度個人事業税の
第２期分の納期限です。
早め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
窓口で納付してください。
【納期限】 １２月１日（月）
【問い合わせ】
県登米県税事務所 納税班
緯 0220（22）6114

就労に向けた支援を
行っています
みやぎ北若者サポート ステーショ
ンでは、働きたいけど一歩が踏み出
せない、対人関係が苦手、相談相手
がいない、ブランクが長いのできっ
かけがない…などの悩みを抱えてい
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【内容】 就労や自立に関する相談・
セミナー・職場体験など
【料金】 無料
【問い合わせ】
みやぎ北若者サポートステーション
緯 0229（21）7022

労働時間相談ダイヤル
開設
厚生労働省では「労使がともに協
力し あい、長時間労働を 抑止し よ
う！」を合言葉に、労働時間適正化
キャンペーンを行います。
その一環として、
「労働時間相談
ダ イヤル」を開設し、長時間労働や
賃金不払い残業（サービス残業）な
どの相談に応じます。
相談は無料です。
【日時】 １１月２２日（土）
午前９時～午後５時
【相談電話番号】
緯 0120（897）713
【問い合わせ】
宮城労働局労働基準部
緯 022（299）8838

監督課

子ども太鼓教室
受講生募集

【申し込み・問い合わせ】
米山丸山太鼓（事務局＝久保）
緯 090（5848）9241
胃 0220（55）2152

５ADAY食育体験ツアー
参加親子募集
５ADAYは「一日５皿分（３
５０ｇ）
以上の野菜、２
００ｇ以上の果物を取
りましょう」というスローガンで生
まれた運動です。小学生が楽しく学
習し、買い物ゲームや簡単サラダを
作る「５ADAY食育体験ツアー」に
参加する親子を募集します。
【日時】 １１月２２日（土）
午前１０時１０分～午後０時２０分

と

【日時】 １１月３０日（日）・１２月１日
（月）いずれも午前１０時～正午
【場所】 林林館２階（東和町）
笠政彦さん

【受講料】 １体2,
000円（材料費）～
【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
（火曜・木曜休館）

災担当者、中小企業経営をサポー
トする立場にある人
【内容】 ＢＣＰの概要とその必要性、
ＢＣＰ導入の効果、ＢＣＰ策定・
運用の基礎ほか
【講師】（株）三菱総合研究所ほか
【募集人員】 １００人（先着順）
【参加費】 無料
【申込方法】 電話、電子メール。電
子メールの場合は、会社名、参加
人数、電話番号、メールアドレス、
企業所在市町村名を記入の上、中
小企業ＢＣＰ普及セミナー参加希
望と明記してください。
【申し込み・問い合わせ】
県経済商工観光部商工経営支援課
緯 022（211）2742
死s
yokei
s
i
ks
@pr
ef
.
mi
yagi
.
j
p

自衛官募集
迫養護学校「迫養祭」

【募集種目】 ２等陸・海・空士
【職種の特性】 任期制自衛官

【対象者・募集人員】

【応募資格】 １８歳以上２７歳未満の男
子（学歴は問いません）

【日時】 １１月１
５日（土）
午前９時４
５分～午後２時１
５分

【参加費】 親子一組５００円
【持参するもの】 筆記用具、エプロ
ン・三角巾（子ども用）

【受付締切】 １１月２
５日（火）

【場所】 県立迫養護学校

【試験日】 ※選択可
１１月２
９日（土）または３０日（日）

【託児】 あり（２歳以上、事前申し
込みが必要、一人３００円）

【試験会場】 陸上自衛隊仙台駐屯地
および多賀城駐屯地

【内容】 演技発表、作品展示、プラ
ネタリウムの上映、バザーや作業
作品販売など

【申込方法】 電子メール、ファクシ
ミリ。参加する保護者の氏名、子

【その他】 初任給＝１
５万9,
500円
～ 賞与＝年２回 特例退職手当
（任期満了者）＝１任期：約６
１万円、
２任期：約１
３
５万円

小学生とその親（２人一組）３０組

どもの氏名・年齢・学年、住所、
電話番号、託児希望の有無、託児
を 希望する場合は 、子ど も の氏
名・年齢・アレルギーの有無を記
入の上、５ADAY食育体験ツアー
参加希望と明記してください。

【申込期限】 １１月１０日（月）
【申し込み・問い合わせ】

※ファクシミリの場合は、みやぎ
生協加賀野店サービスカウンター
備え付けの用紙を使用することも
できます。

みやぎ生協生活文化部
（担当＝高村）
緯 022（218）3880
胃 022（218）3663
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・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

11月の
パソコン無料相談室
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】 11月３０日（日）
午前１０時～正午

【場所】 みやぎ生協加賀野店２階
メンバー集会室

【場所】 中津山公民館（米山町）
【募集人員】 ３０人程度
【申込方法】 電話、ファクシミリ。
ファクシミリの場合は、住所、氏
名、学校名、学年、電話番号を記

え

干支人形を作ってみませんか。

【講師】 瑞樹窯

【対象者】 小学２年～６年生
【教室開催日時】 １１月２０日（木）か
ら１２月２
１日（日）までに７回
午後７時～８時３０分
※１２月２
１日（日）に発表会をしま
す。
【受講料】 1,
500円（バチ代として）

陶芸教室参加者募集

▼

【開設日時】 １１月１７日（月）～２
１日
（金）の午前８時３０分～午後７時、
１１月２２日（土）
・２
３日（日）の午前
１０時～午後５時
※弁護士の相談担当日時について
は、あらかじめお問い合わせくだ
さい。

【場所】
古川駅前ふるさとプラザ１階

入の上、子ども太鼓教室参加希望
と明記してください。
【申込期限】 １１月１４日（金）

▼

仙台法務局および県人権擁護委員
連合会では、１１月１７日から２
３日に全
国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間を実施します。
夫やパートナーからの暴力、職場
でのセクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為など、女性をめぐ る
さまざまな人権問題について、女性
の人権擁護委員と弁護士が電話で相
談に応じます。相談は無料で、予約
は不要です。秘密は固く守ります。

る若者とその保護者の総合相談窓口
です。
【日時】 火曜～土曜日の午前１０時～
午後６時

▼

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

【申し込み・問い合わせ】
自衛隊宮城地方協力本部
登米地域事務所
緯 0220（34）2244

【場所】 豊里多目的研修センター
【申込期限】 ５日前まで

【問い合わせ】
県立迫養護学校
緯 0220（22）9484

【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
11月のイベント情報
第４回ときめき市民コンサート～
仙台フィルと歌おう！～
【日時】 １１月９日（日）午後３時～

県東部保健福祉事務所
11月の相談
アルコール家族教室

【場所】 大ホール
【入場料】 前売り：1,
000円
ハープ＆チェロ「親しみクラシッ
ク」

【日時】 １１月１
９日（水）
午後１時３０分～３時３０分

【日時】 １１月２０日（木）
午後６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

【場所】 小ホール

【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】 １１月２
１日（金）
午後６時３０分～

【日時】 １１月２８日（金）
午後１時３０分～４時３０分

【日時】 １１月２７日（木）
午後２時～３時

【入場料】 3,
500円（全席指定）
～共通事項

【場所】 エポカ２
１ 清流の間

【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

【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111

中小企業ＢＣＰ普及
セミナー参加者募集
ＢＣＰ（緊急時企業存続計画）に
関する中小企業者向けのセミナーを
開催します。

【対象者】 中小企業経営者、企業防

【入場料】 前売り：1,
000円
村治佳織ギターリサイタル

【場所】 大ホール
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