【任期】 委嘱の日から２年間
【役割】 水道事業管理者（市長）の
諮問に応じ、上水道事業の運営に
関する重要事項を調査・審議する
こと
【応募方法】 次 の 事 項を 記 載し た
「応募申込書」と「作文」を持参ま
たは郵送で、水道事業所水道管理
課（市役所登米庁舎１階）に提出
してください。
①住所・氏名・性別・電話番号・
生年月日②職業・勤務先③経歴
（職
歴・学歴など参考となる事項）
④応募動機

【日時】 １１月１
５日（土）
午前９時１
５分～正午

【応募先・問い合わせ】

【場所】 市伊豆沼・内沼サンクチュ
アリセンター

水道事業所水道管理課
経営管理係
〒 987－0702
登米市登米町寺池目子待井３８
１番
地１
緯 0220（52）3313

11月は下水道事業などの
負担（分担）金の納期です
１１月は、公共下水道事業受益者負
担金、農業集落排水事業分担金、浄
化槽整備推進事業分担金の第３期納
期となっています。
忘れずに納めましょう。
【納期限】 １２月１日（月）
【問い合わせ】

【内容】 ①紙すき体験②野鳥観察
【参加費】 無料
【募集人員】 １
５人程度
【申込方法】 電話、ファクシミリ、
電子メール。ファクシミリと電子
メールの場合は、氏名、住所、電
話番号を記入の上、伊豆沼・内沼
の紙すき体験参加希望と明記して
ください。
【申込期限】 １１月１
３日（木）
【申し込み・問い合わせ】
市民生活部環境課 環境政策係
緯 0220（58）5553
胃 0220（58）3345
死 kankyo@ci
t
y.
t
ome.
mi
yagi
.
j
p

建設部下水道課 事業管理係
緯 0220（34）2359

「こんにちは赤ちゃんサロン」に参加してみませんか

【対象】 市内に在住の妊婦さん、乳児期（１歳くらいまで）
のお子さんがいるお母さん・お父さん
【開催日・場所】
回
月 日
場
所
第７回 １１月２１日
（金）
南方子育てサポート センター
第８回 １
２月１
６日
（火）
第９回 １月２２日
（木）
中田子育て支援センター
第１
０回 ２月１
７日
（火）
第１１回 ３月１
３日
（金） 南方子育てサポート センター
【時間】 午前１０時～１１時４
５分
（午前９時４
０分から受け付け）
【持参するもの】 母子手帳、筆記用具
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【内容】
①気になること、自分の気持ちなどを語り合おう
②みんな（仲間・親子）で、楽しいひとときを過ご
そう
③専門スタッフからのワンポイントアドバイス
【スタッフ】
助産師、保健師、保育士、栄養士、歯科衛生士ほか
【申込方法】 電話
【申込期限】 開催日の前日
【申し込み・問い合わせ】
市民生活部健康推進課 地域保健係
緯 0220（58）2116

▼

【内容】
市 民 活 動 団 体 展 示 コー
ナー 市民活動団体活動発表コー
ナー 飲食コーナー（市民活動団
体が作った自慢の料理）

【日時】 １１月２２日（土）
午後１時３０分～２時３０分
【講師】 旧迫町歴史博物館連絡協議
会委員 鈴木市郎さん
・共通事項
【場所】 歴史博物館
【募集人員】 各３０人
【参加費】 無料
【申込方法】 電話
【申込期限】 １１月２
１日（金）
【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）

平成21年版みやぎ手帳
予約受け付け中
【内容】 月間予定表と日記、最新
統計資料、仕事・生活に役立つ
資料
【価格】 ５００円
【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、電話番号、行政区、申し
込み冊数、受け取り場所を記入
の上、みやぎ手帳予約希望と明
記してください。
【申込期限】 １１月１４日（金）
【受取方法】 １２月１日（月）から
企画部企画振興課（市役所迫庁
舎２階）または各総合支所地域
生活課で代金と交換で配布しま
す。
【申し込み・問い合わせ】
企画部企画振興課
企画調整係
緯 0220（22）2147
胃 0220（22）9164
各総合支所地域生活課

▼ ▼

【講師】 全国疎開学童連絡協議会理
事・佐沼疎開経験者 武之内みど
りさん
郷土歴史講演会「わが家の疎開者
と芸術家たち」

【参加費】 無料
※飲食コーナーの料理は有料
【その他】 活動紹介パネルの展示を
希望する市民活動団体も募集しま
す。締め切り＝１
１月１０日（月）

石ノ森章太郎
ヒーロー作品展
石ノ森章太郎ふるさと記念館友の
会では、１１月３日の「まんがの日」
に合わせて、ヒーロー作品展を開催
します。
【日時】 １１月３日（祝）～１６日（日）
午前９時３０分～午後５時
※入館は午後４時まで
【場所】 石ノ森章太郎生家
【内容】 市内の幼児、小中学生から
募集した石ノ森漫画キャラクター
（仮面ライダー、サイボーグ009、
ロボコンなど）のヒーローをモデ
ルとした絵画や粘土・竹細工を展
示します。
【入館料】 無料
【休館日】 毎週月曜日
【問い合わせ】
石ノ森章太郎ふるさと記念館友の
会（事務局＝石ノ森章太郎ふるさ
と記念館）
緯 0220（35）1099
▼

お母さん同士で、妊娠中のこと、出産や育児のことについてゆっくり話をしてみませんか。
先輩ママの話、助産師や保育士をはじめ専門のスタッフからのアドバイスなど実際に役立つ話はもちろん、
友だちや育児仲間ができるチャンスです。
みんなで楽しいひとときを過ごしましょう。

【場所】 中田農村環境改善センター

【日時】 １１月２２日（土）
午前１０時～１１時３０分

▼

（１）市内に住所を有し、平成２
１年
１月１日現在で満２
０歳以上の人
（２）水道事業に関心があり、意見
を述べられる人
（３）市の職員および市議会議員で
ない人

【選考結果】
応募者全員に通知します。

【日時】 １１月１６日（日）
午前１０時～午後4時

講演会「ふるさと佐沼」

▼

【募集人員】 ３人
【応募資格】

こんな活動があったのか！と新たな
気付きがきっとあるはず。

「語り継ぐ登米市の学童
疎開」展に関連する
講演会参加者募集

▼

※応募申込書は任意様式とします。
伊豆沼・内沼のハスを
※作文は「水道事業について」と
活用した「紙すき体験」
題し、４
００字程度にまとめてくだ
参加者募集
さい。作文様式の定めはありませ
市水道事業所では、市民皆さんの
んので、原稿用紙などを使用して
意見を事業運営に反映させ、経営の
ラムサール条約登録湿地である伊
ください。
健全化を実現するため、登米市上水
豆沼・内沼のハスを材料に、思い思
道事業運営審議会を設置しています。 【応募期間】
いのデザインで、世界でたった１枚
今回、その委員を募集します。
の和紙を作ってみませんか。
１１月１０日（月）～２８日（金）必着

上水道事業運営審議会
委員募集

昨
年
の
様
子

まつりだ ワッショイ！
市民活動見本市
いろいろな市民活動が並ぶ見本
市！見て、触れて、味わえて。あな
たの市民活動を探してみましょう。

【問い合わせ】
登米地域連携交流会実行委員会
（事務局＝ＮＰＯ法人どんぐ りの
家：石川）
緯 0220（58）4243

登米市小中学校
児童生徒造形展
市内の小・中学生が描いた絵画や
模型などの立体作品をぜひご覧くだ
さい。
【日時】 １１月１
５日（土）～１６日（日）
午前９時～午後５時
【場所】 中田生涯学習センター
【内容】 小学校作品＝３０
０点、中学
校作品＝１０
０点、県美術展作品＝
１００点
【問い合わせ】
登米市中学校美術部会
（事務局＝南方中学校教諭：只野）
緯 0220（58）2014

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。
【１１月の開設日】 １
１月１
９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）1203
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