
26Tome

緯

人　口
世帯数地区

計女男

21,82211,28510,5377,237迫

5,5362,9112,6251,820登米

7,6513,9183,7332,508東和

16,3808,4137,9674,639中田

6,9133,5363,3772,015豊里

10,5105,4065,1042,856米山

5,6672,8872,7801,582石越

9,1604,7424,4182,504南方

3,9542,0431,9111,216津山

87,59345,14142,45226,377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

２月１月

迫総合支所２日（月）６日（火）

南方総合支所５日（木）８日（木）

登米総合支所９日（月）１５日（木）

東和総合支所１２日（木）１９日（月）

豊里総合支所１６日（月）２２日（木）

米山総合支所１９日（木）２３日（金）

石越総合支所２３日（月）２６日（月）

津山総合支所２６日（木）２９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。

【１月・２月の相談日】

人口・世帯数

（平成20年11月末現在）

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　１月２９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

　１月の
　夜間相談窓口開設日

１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】　
　１月２３日（金）午後７時～
【定員】　５０人（要予約）
【受付開始】　１月６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】　
　２月１０日（火）午後７時～
【定員】　２０人（要予約）
【受付開始】　１月２７日（火）
【申し込み・問い合わせ】
　とよま蔵ジアム
　緯 0220（53）1155

　１月の
　多重債務110番の日

国民健康保険税　第８期
介護保険料　　　第８期
後期高齢者医療保険料　第７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】　 ▼５日（月）、１３日（火）、

　１９日（月）、２６日（月）午前９時～

　午後８時 ▼１８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
　１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】　１月１７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　２月２日（月）

▼あけましておめでとうございます。昨年

中は、多くの皆さんに取材の際、ご協力を

いただきありがとうございました。本年も

どうぞよろしくお願いいたします。 ▼ 年

末年始の編集作業は時間との戦いでした。

おかげで時間の大切さが身に染み、まさに

「時は金なり」を痛感しました。皆さんも

刻々過ぎてゆく時間を大切に使うよう心掛

けましょう。（猪股）

編集室から

27 Jan.2009

　住宅入居者募集

市営住宅

◆登米金沢山南第一住宅１０号

　（登米町寺池金沢山６０番地１）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　8,900円～14,700円

　駐 車 場　なし

◆中田大柳住宅１６号

　（中田町上沼字大柳１１９番地５）

　募集戸数　１戸（３ＤＫ）

　家賃月額　11,400円～18,800円

　駐 車 場　あり

【募集対象者】　

　現に住宅に困っている世帯

　※各住宅を重複して申し込みする

　ことはできません。

【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。

特定公共賃貸住宅

◆豊里新町特定公共賃貸住宅

　（豊里町新町５番地１）

　募集戸数　１戸（３ＬＤＫ）

　家賃月額　46,000円～55,000円

　駐 車 場　なし

◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

　（津山町柳津字本町６７番地）

　募集戸数　１戸（１ＬＤＫ）

　家賃月額　39,000円～47,000円

　駐 車 場　あり

【入居資格】

　①所得基準が２０万円以上６０.1万円

　以下であること。

　※所得基準の算出は、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自ら居住するために住宅を必要

　とする人。

　③同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　④入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

・共通事項

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

【申込期限】　１月１６日（金）

【問い合わせ】　

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　るるぱパソコン講習会
　受講生募集

　午後７時～９時

【場所】　南方住民情報センター「る

　るぱ」（市役所南方庁舎内）シア

　ターホール

【受講資格】　市内に在住または勤務

　している人で、入門講習を受講し

　た人または同程度の知識のある人

　（マウス操作や文字の入力ができ

　る人）

【内容】　表計算ソフト（エクセル）

　を使い、数値や数式の入力による

　表計算・関数、オートフィルを

　使ったデータコピー、基本的なけ

　い線や簡単な表・グラフの作成な

　どを学習します。

【定員】　１８人（先着順）

【参加費】　1,000円（テキスト代）

【受け付け】　１月１４日（水）

　午前１０時から電話受け付け開始

【申し込み・問い合わせ】

　南方住民情報センター「るるぱ」　

　緯 0220（58）5557

　１月26日は
　「文化財防火デー」

　１月２６日は、文化財防火デーです。

昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂の壁

画が焼け、文化財保護法が制定され

るきっかけとなりました。このため、

昭和３０年にこの日を文化財防火デー

と定め、大切な文化財を火災から守

るための「文化財防火運動」を全国

的に進めています。

　市でも、これに合わせた防災訓練

を予定しています。

【期日】　１月２５日（日）

【場所】　石越町「昌学寺」

【問い合わせ】

　教育委員会生涯学習課

　文化振興・文化財保護係

　緯 0220（34）2698

　南方住民情報センター「るるぱ」

では、市民のＩＴ技術向上を目的と

してパソコン講座を開催します。興

味のある人はぜひご参加ください。

◆表計算（エクセル）初級講座

【日時】　１月２８日（水）～３０日（金）

　（
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