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　登米祝祭劇場
　7月のイベント情報

【場所】　大ホール

【入場料】　

　3,000円　友の会2,700円

【問い合わせ】　

　響ファミリー東北支社

　緯 0197（85）3189

◆とめ・くりはらマンドリンクラブ

　第１０回定期演奏会

【日時】　７月１２日（日）午後２時～

【場所】　大ホール

【入場料】　500円

【問い合わせ】　とめ・くりはらマン

　ドリンクラブ

　緯 0220（22）2212

◆ゆめ花ライブ

【日時】　７月１２日（日）午後２時～

【場所】　小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　

　ゆめ花ライブ実行委員会

　緯 090（9743）0225

◆映画会「禅ＺＥＮ」

【日時】　７月１４日（火）

　①午後２時～　②午後７時～

【場所】　大ホール

【入場料】　1,000円

【問い合わせ】　

　曹洞宗宮城県宗務所第１４教区

　緯 0220（52）3453　

◆農機自動車展示会

【日時】　７月１８日（土）、１９日（日）

　午前９時３０分～

【場所】　駐車場ほか

【入場料】　無料

【問い合わせ】　

　ＪＡみやぎ登米　農機自然部

　緯 0220（34）6731

◆登米祝祭劇場開館１５周年記念　

　宝くじ文化公演「桂三枝独演会」

【日時】　７月３０日（木）

　開場：午後６時　

　開演：午後６時３０分

【場所】　大ホール

　※チケットは前売りで完売につき

　当日券はありません。ご了承願い

　ます。

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111　　

　ふるさと花火ＩＮ長沼
　「みんなの記念花火」募集

◆武山博昭　写真展

【日時】　７月１日（水）～３１日（金）

【場所】　レストラン蓮房

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111

◆劇団どんちょうの会　第４３回公演

　親子劇場「卵の中の白雪姫」

【日時】　

　７月３日（金）午後７時３０分～

　４日（土）　①午後１時３０分～　

　②午後７時～

【場所】　小ホール

【入場料】　大人＝1,200円　

　高校生以下＝６００円

【問い合わせ】　劇団どんちょうの会

　緯 0220（34）2338

◆日系３世　

　唄とおどりのブラジル兄弟ショー

【日時】　７月５日（日）午後１時３０分

　８月１３日（木）に行われる、第２３

回ふるさと花火ＩＮ長沼で「みんな

の記念花火」を募集します。

　「結婚おめでとう」「待望の長男が

生まれました」「○○さん、愛してる

よ」など、あなたのメッセージを花

火に込めて打ち込んでみませんか。

会場の特設スクリーンで写真やメッ

セージも同時に上映します。

【開催日時】　

　８月１３日（木）　午後７時～

【申込期限】　７月３１日（金）

【価格】

　４号＝5,000円、５号＝8,000円

　７号＝20,000円

　８号＝25,000円

【申し込み・問い合わせ】

　長沼花火実行委員会　（夜間のみ）

　緯 0220（21）6061

　迫総合支所地域生活課

　産業建設係

　緯 0220（22）2213

　犬・猫の引き取り日
　のお知らせ

葛昨年の花火打ち上げの様子

　県では、「宮城県動物愛護管理推

進計画」に基づき、犬・猫の引き取

りが、２０年４月から有料化されまし

た。

　犬や猫などのペットは大切な家族

の一員です。飼い主は、飼い始めた

ら最後まで責任をもって飼いましょ

う。どうしても飼い続けることがで

きない場合には、新しい飼い主を捜

しましょう。飼い主が見つからない

かわいそうな仔犬や仔猫が生まれな

いように、不妊手術なども考える必

要があります。

【受付時間】　午前９時３０分～正午

【引き取り場所】　登米保健所

【手数料】　①生後９０日以内の犬・猫

　は１頭につき400円

　②生後91日以上の犬・猫は１頭に

　つき2,000円

【手続き方法】　

　保健所に備え付けてある所定の用

　紙に必要事項を記入し、宮城県収

　入証紙を貼付して提出してくださ

　い。（宮城県収入証紙は、銀行、県

　合同庁舎内売店や保健所内にある

　食品衛生協会などでお求めくださ

　い。）

【注意事項】　

　・生後91日以上の犬は、市役所各

　総合支所で登録抹消の手続きが必

　要です。

　・犬・猫を入れてきた容器などは

　持ち帰っていただきます。

【問い合わせ】　

　宮城県登米保健所　食品薬事班

　緯 0220（22）6120

引き取り日（第２、第４木曜日）

９日、２３日７月

12日（※１）、２７日８月

１０日、２４日９月

１５日（※２）、２９日（※３）１０月

（※１，２，３は第２、第４木曜日以外）
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　７月は
　「河川愛護月間」です

　都市計画に関する説明会
　公聴会の開催について

　県では、都市計画の基本方針の見

直しと都市計画区域の再編を行って

おり、都市計画に関する説明会・公

聴会を開催します。

【説明会】　７月２６日（日）

　①中田農村環境改善センター

　午前１０時～

　②豊里総合支所　午後２時～

【公聴会】　８月８日（土）

　午後２時～　市役所中田庁舎

　※公聴会は、公述の申し出がない

　場合は開催しません。

　※公述の申し出は、８月３日（月）

　までに県に提出してください。

【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　　　

　http://www.pref.miyagi.jp/

　tosikei/

【問い合わせ】　

　宮城県土木部都市計画課

　緯 022（211）3134

興パソコン教室　

①海水浴の案内状を作成してみませ

んか。

【日時】　

　７月７日（火）　午前１０時～正午

　７月１０日（金）　午後７時～９時

②インターネット、ホームページを

開いてみませんか。

【日時】

　７月１４日（火）　午前１０時～正午

　７月１７日（金）　午後７時～９時

①②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

興無料相談室

【日時】

　７月１９日（日）　午前１０時～正午

【場所】　迫にぎわいセンター

【申込期限】　５日前まで

興出前コース

　都合の良い時間に合わせて、あな

　たの自宅にパソコンを持参して相

　談に応じます。

　7月のパソコン相談室

　みやぎ出前講座
　利用のご案内

　みやぎ出前講座は、県民の皆さん

からの実施希望に基づいて、皆さん

が主催する集会・会合などに県職員

が出向き、県が取り組む施策などに

ついて分かりやすく説明する事業で

す。「みやぎ出前講座メニュー集」は

各総合支所に置いてあります。ぜひ

ご利用ください。

【申込条件】　団体・グループ

　（県内に在住、在勤または在学す

　るおおむね２０人以上が参加する集

　会・会合が対象）

　※各申込団体で県内の会場を用意

　してください。　

【開催時間】　午前１０時～午後９時

　（１時間～１時間半程度）

【問い合わせ】　宮城県総務部広報課

　緯 022（211）2285

【ＵＲＬ】　　　　　　　　　　　　

　http://www.pref.miyagi.jp/

　kohou/demae/demae.htm

【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

　国土交通省では、地元の住民の皆

さんに、美しい川を安全・適正に利

用してもらい、より親しんでもらう

ために、毎年７月を「河川愛護月間」

と定めています。

　清らかな水の流れと自然に恵まれ

た河川は、わたしたちの大切な資

源・財産であるとともに、地域社会

に憩いと潤いを与え、まちづくりや

地域づくりにも大きな役割を果たし

ています。

　しかし、依然として生活廃材や廃

タイヤなどの不法投棄・ごみの投げ

捨てが多く、河川の環境美化の障害

となっています。川の環境を守り、

安全で美しいせせらぎをいつまでも

残せるよう、河川の美化と愛護にご

理解とご協力をお願いします。

　なお、ごみの不法投棄や重油など

の流出を発見したときには、最寄り

の国土交通省の出張所へ連絡をお願

いします。

　また、地域の皆さんや子ども会で

河川清掃などの美化活動を行う場合

にも連絡をお願いします。

【問い合わせ】

　 ▼国土交通省

　北上川下流河川事務所

　緯 0225（94）9851

　 ▼国土交通省　北上川下流河川事

　務所　米谷出張所

　緯 0220（42）2154

　 ▼国土交通省　北上川下流河川事

　務所　飯野川出張所

　緯 0225（62）3102

　外国人労働者の適正な雇用・

労働条件の確保のために「外国

人雇用状況の届出」を提出して

ください。また在留資格の確認

などにより「不法就労の防止」

にご協力をお願いします。

【問い合わせ】

　ハローワーク迫

　緯 0220（22）8609

外国人雇用は

ルールを守って適正に！

　登米「かっぱ市」
　開催のお知らせ

　登米地区のかっぱ市は、火伏せの

神様「 穐  葉  山 」の宵祭りとして毎年
あき は さん

行われている恒例の行事です。

　参道には絵灯篭が飾られます。ま

た地域の小学校の児童が運営・販売

をする「キッズマート」や中学生ブ

ラスバンドによる演奏、地場産野菜

と地元商店会の季節商品の特売市、

露店などもたくさん出店します。

【日時】　７月２５日（土）午後３時～

【場所】　とよま観光物産センター遠

　山之里前庭

【問い合わせ】　

　みやぎ北上商工会登米支所

　緯 0220（52）2259


