【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【テーマ】 楽しい人生への挑戦
～歯・口から始める健康づくり～
【内容】 講演、講師＝渡辺祥子さん
（フリーアナウンサー）、安藤良彦
さん（登米市歯科医師会会長）

【提供できる場合】 ３月１
９日（木）
までに、電話で連絡をお願いしま 【曲目】
す。受取方法については、その際、
大草原の歌、崖の上のポニョなど
相談させていただきます。
【問い合わせ】
【連絡先・問い合わせ】
津谷中学校（千葉）
浅水ふれあいセンター
緯 0226（42）2654
緯 0220（34）2008
本吉響高校（橋本）
※開館時間＝火曜から土曜日の午
緯 0226（42）2627
前８時３０分～午後５時１
５分

【入場料】 無料
【その他】 来場者には記念品のプレ
ゼントがあります。

林林館陶芸教室
参加者募集

【問い合わせ】

五月人形を作ってみませんか。
【日時】 ３月２
９日（日）、３０日（月）
いずれも午前１０時～正午

登米市歯科医師会県民公開講座
事務局：津山歯科診療所
緯 0225（68）3244

【場所】 林林館（東和町）２階
【講師】 瑞樹窯

今年で６回目となる各校の吹奏楽
部によるコンサートです。
【日時】 ３月２
１日（土）
午後１時３０分～（午後１時開場）
【場所】 本吉町はまなすホール

【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】
▼

中田町浅水地区では、平成６年か
ら、次代を担う子どもたちが元気に
たくましく育つようにと願いを込め
て、毎年４月から５月にかけてこい
のぼりを掲揚しています。
家庭で使わなくなったこいのぼり

【材料費】 2,
300円～
【募集人員】 各２０人

林林館
緯 0220（45）1821

仙台国税局では、バイタリティー
あふれる税務職員を募集します。
採用されると、税務大学校で研修
を受けた後、仙台国税局管内（東北
６県）の税務署に配属されます。
①昭和５５年４月２日から昭和６
３年
４月１日生まれの人
②昭和６
３年４月２日以降生まれの
人で次の（１）
、
（２）に該当する人
（１）大卒者および平成２２年３月ま
でに大学卒業見込みの人
（２）人事院が（１）と同等の資格
があると認める人
【申込受付期間】
４月１日（水）～１４日（火）
【申込書請求先】 最寄りの税務署、
仙台国税局人事第二課または人事
院東北事務局
【問い合わせ】
仙台国税局人事第二課
試験研修係
緯 022（263）1111 内線3236

瑞樹窯
緯 0220（45）1226

春から新しい場所へ踏み出す親子を応援するイベントです。今欲しい体験型情報に触れることができる託児付
きの講座を設けて、幼児期の子育てをしているママを応援します。託児デビューのお子さんも大歓迎です。
☆ 託児ボランティア募集 ☆

▼▼

「すくすくフェスタ」で託児を担当してくれる「託児ボランティア」を
募集します。ご協力をお願いします。
【日時】 ３月２
４日（火）午前９時～午後１時
【場所】 登米祝祭劇場 小ホール
【応募資格】
保育士の資格を持っている人
市の子育てサポーター養成講座を受講し
た人
子育て支援ボランティアグループに所属
している人
【募集人員】 ５人
【応募方法・募集期限】 電話・３月１
５日（日）
【その他】 交通費を支給します。
▼

▼

▼

▼

【日時】 ３月２４日（火）午前１０時～正午
【場所】 登米祝祭劇場 小ホール
【対象者】
２歳くらい～４歳くらいの幼児とその親
【内容】
お弁当レシピ講座 ママのため
のリラックスヨガ講座 ママが教える手
作りグッズ講座
【募集人員】 ３０組
【託児受付人数】 ３０人
【参加費】 ３００円（子ども一人当たり）
【申込方法】 電話
【申込期限】 ３月１
９日（木）
【その他】
参加者全員に絵本をプレゼントします。

【申し込み・問い合わせ】 ＮＰＯ法人すくすく保育研究所（堀田） 緯 090（2999）8253
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▼

登米警察署
緯 0220（52）2121

予備自衛官補募集
【応募資格】
①一般＝１８歳以上３４歳未満の人
②技能＝１８歳以上で保有する技能
に応じて５３歳～５５歳未満の人

銃刀法の改正により、平成２
１年１
月５日から、刃渡り5.
5cm以上の剣
の所持が禁止されました。
【剣とは】 ダガーナイフなどのよう
な両側に刃が付いた刃物
※柄を付けて用いる左右均整の形
状をした諸刃の硬質性の刃物で、
先端部が著しく鋭く、本来殺傷の
用具としての機能を有するもの。
【違反すると】 ３年以下の懲役また
は５０万円以下の罰金
【現在所持している人は】
平成２
１年７月４日までに廃棄など
の措置をすれば罪に問われません。
必ず警察に廃棄処分などを依頼す
るなどの措置を講じてください。
詳細については、警察署生活安全
課にお問い合わせください。

・共通事項
【場所】 迫にぎわいセンター
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話
【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。
【日時】 ３月２
２日（日）
午前１０時～正午
【場所】 迫にぎわいセンター

【受付期限】 ４月１
３日（月）まで

【申込期限】 ５日前まで
【試験日】 ４月１８日
（土）～２０日
（月） ◆出前コース
都合の良い時間に合わせて、あな
のうち１日を指定されます。
たの自宅にパソコンを持参して相談
【採用後の教育訓練】
に応じます。
①＝３年以内に５０日
②＝２年以内に１０日
※招集手当（日額7,
900円）・招集
旅費が支給されます。食事は無料
支給、被服は無料貸与されます。
※訓練期間中は、駐屯地内の宿舎
に起居することになります。
【教育訓練場所】
陸上自衛隊多賀城駐屯地
【待遇など(
身分）】
非常勤の特別国家公務員

銃刀法が改正されました
子育てをもっと楽しもう♪「すくすくフェスタ」参加者募集

【問い合わせ】
佐沼警察署
緯 0220（22）2121

【受験資格】

▼

米谷工高、本吉響高、
津谷中、階上中
ジョイントコンサート

こいのぼりを
譲ってください

笠政彦さん

国税専門官採用試験の
お知らせ

▼

【ゲスト】 永沼響子さん（フルート
奏者）、フ ル ート ソ ロ の ミ ニ ス
テージもあります。

▼

【日時】 ３月２２日（日）午後２時～
４時３０分（午後１時開場）

がありましたら、提供をお願いしま
す。

▼

登米市歯科医師会主催
県民公開講座

【願書請求先・問い合わせ】

【料金】 １コース5,
000円（４時間）
【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
３月のイベント情報
◆佐沼高校軽音部卒業ライブ
【日時】 ３月１４日（土）午後１時～

自衛隊宮城地方協力本部
登米地域事務所

【場所】 小ホール

緯 0220（34）2244

【問い合わせ】
佐沼高校軽音部ＯＢ・ＯＧ会
緯 0220（34）4210
◆冠二郎オンステージ

３月の
パソコン無料相談室

【入場料】 無料

【日時】 ３月２
１日（土）午後１時～

【場所】 大ホール
◆パソコン教室
500円
ワードで引っ越しのはがきの作成、 【入場料】 前売り＝3,
エクセルの基本操作を勉強してみま 【問い合わせ】
(
有)
菱和企画
せんか。
緯 0220（55）2786
ワード
◆新舞踊まつりチャリティーショー
【日時】
３月１０日（火）午前１０時～正午
３月１
３日（金）午後７時～９時
エクセル
【日時】
３月１７日（火）午前１０時～正午
３月２０日（金）午後７時～９時

【日時】 ３月２
９日（日）午前１１時～
【場所】 大ホール
【入場料】 1,
500円
【問い合わせ】
新舞会
緯 0220（34）3525
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