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　登米祝祭劇場
　8月のイベント情報

◆中津山公民館写真教室　作品展

【日時】　８月１日（土）～２８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

◆第７回祝祭お祭り広場

【日時】　８月２２日（土）午後４時～

【場所】　小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111　
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【日時】　８月２５日（火）

　①午後１時～　②午後３時３０分～

【場所】　大ホール

【入場料】　大人1,500円

　小・中学生・高校生1,200円

【問い合わせ】　

　シネマ歌舞伎上映「宮城の会」

　事務局

　緯 022（261）0100　

◆親子映画会「河童のクゥと夏休み」

【日時】　８月２９日（土）

　①午前１０時～　②午後１時～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　

　市視聴覚センター

　緯 0220（22）5219

◆Ｈ＠！ＦＭプレゼンツ　

フォークの花道２００９

【日時】　８月２９日（土）

　午後４時３０分～

【場所】　小ホール

【入場料】　1,000円　

【問い合わせ】　

　珂登米コミュニティエフエム

　緯 0220（23）7371

　石油直圧式給湯機の
　点検のお願い

していて、点検がまだ済んでいない

人は、無料で点検・部品交換を実施

しますので、ＴＯＴＯ給湯機点検

コールセンターにご連絡ください。

【製品名】  

　ＴＯＴＯ石油直圧式給湯機        

【機種名】 「Ｈｉ－ＡＣＴＹ」と記

　載のシールが貼られているもの    

【型式】　（先頭6桁が下記の6製品）

　ＲＰＥ３２Ｋ碓碓    ＲＰＨ３２Ｋ碓碓

　ＲＰＥ４０Ｋ碓碓   ＲＰＨ４０Ｋ碓碓 

　ＲＰＥ４１Ｋ碓碓   ＲＰＨ４１Ｋ碓碓 

   ※碓碓の部分に英数字が続く場合

　もすべて対象製品です。 

【製造年月】 　

　１９９５年（平成７年）８月～１９９９年

　（平成１１年）６月          

    ※本体に「点検済」シールが貼付

　されている場合、既に点検は完了

　しています。                   　　　

【問い合わせ・連絡先】                  

   給湯機点検コールセンターフリー

　ダイヤル（料金無料）                

　緯 0120（444）309                   

   午前９時～午後５時３０分 

　（土・日曜日・祝日・夏季休暇・

　年末年始は除く）

　胃 0120（444）786

　（料金無料・２４時間受け付け）     

【URL】 http://www.toto/co.jp/

【内容】　過去に製造したＴＯＴＯ製

石油直圧式給湯機の一部部品の不具

合により油漏れが発生し、使用時ご

くまれに給湯機内部で発火、機器お

よび周辺部への延焼に至る可能性が

あることが判明し、無料点検を実施

しています。

　下記の型式に該当する製品を使用

　第17回宮城シニア美術展
　作品募集のお知らせ

【募集対象】　日本画・洋画・書・写真・

　工芸の５部門

【テーマ】　自由

【応募資格】　県内在住の６０歳以上の

　アマチュアの人

【申し込み】　部門ごとに応募規定が

　ありますので、詳細についてはお

　問い合わせください。

【出展料】　500円

【申込期限】　１０月３０日（金）

【展示期間】

　１２月３日（木）～６日（日）

　午前１０時～午後４時３０分

　（最終日は午後３時まで）

【展示会場】

　宮城県美術館　県民ギャラリー

【入場料】　無料

【問い合わせ】

　県社会福祉協議会

　いきがい健康課

　緯 022（223）1171

　裁判所からのお知らせ

　８月の広報テーマは「面会交流～

家庭裁判所における手続き～」です。

詳しくは、最高裁ウェブサイトをご

覧ください。

【問い合わせ】

　 ▼仙台地方裁判所事務局総務課

　緯 022（222）611５　

　 ▼仙台家庭裁判所事務局総務課

　緯 022（222）4165　

【URL】 http://www.courts.go.jp/

　みやぎ県民大学
　参加者募集のお知らせ　

　南三陸志津川の豊かな自然の中で、

楽しく活動してみませんか。

【開催日】　（４回実施）

　①９月２２日（火・国民の休日）

　「ニュースポーツに挑戦」　

　②１０月１１日（日）

　「秋の里山散策とキノコ採集」

　③１０月２４日（土）

　「志津川湾の養殖について」

　「海釣りを楽しもう」

　④１１月１４日（土）

　「海藻おしばを作ろう」

【場所】　宮城県志津川自然の家・志

　津川湾・南三陸町野鳥の森・南三

　陸町自然環境活用センター

【対象】　成人（４回参加できる人）

【募集人数】　３０人

【募集期間】

　８月１日（土）～３１日（月）

【参加費】　無料　（ただし、保険代、

　活動材料費として1,500円程度必

　要になります。）

【申込方法】　電話、ファクシミリ、

　電子メール

【申し込み・問い合わせ】

　県志津川自然の家

　緯 0226（46）9044

　胃 0226（46）9045

　死 szseinn@pref.miyagi.jp
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　在宅心身障害児者
　ピクニックのご案内

興パソコン教室　

①地図のついた案内状を作成してみ

ませんか。

【日時】　

　８月１１日（火）　午前１０時～正午

　８月１４日（金）　午後７時～９時

②会計報告書を作成してみませんか。

【日時】

　８月１８日（火）　午前１０時～正午

　８月２１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】　受講日前日まで

興無料相談室

【日時】

　８月２３日（日）　午前１０時～正午

【場所】　石越公民館

【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。

【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　

　8月のパソコン相談室

　野外活動を通して仲間づくりや情

報交換などを行います。地域ボラン

ティアの皆さんと一緒に、楽しい一

日を過ごしませんか。

【日時】　９月１３日（日）

　午前１０時～午後２時

【場所】　中田ふれあい中央公園

　（市役所中田庁舎前）

　※雨天時は、中田庁舎隣の中田農

　村環境改善センターで行います。

【内容】　カラオケ、ゲーム大会

　（ボーリング・輪投げなど）、綿あ

　めやかき氷も準備しています。

【参加対象】　市内に在住する心身に

　障害を持っている人とその家族。

【参加費】　１人＝300円

【その他】　①１８歳未満の人の参加の

　場合は、できるだけ保護者同伴で

　お願いします。　

　②現地集合・解散となりますので

　交通手段のない人は、事前に社会

　福祉協議会に相談ください。

　③当日の昼食（おにぎり、豚汁ほ

　か）は、主催者側で用意します。

【申込期限】　９月１日（火）

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　市社会福祉協議会　

　本部地域福祉課　

　緯 0220（21）6310

　県労働委員会による個別 
　労使紛争解決あっせん

　解雇、雇い止め、セクハラ、いじ

めなど個々の労働者と使用者との間

の紛争について、公益・労働者・使

用者を代表する３人のあっせん員が、

当事者間の話し合いを取り持つなど、

紛争の解決に向けたあっせんを行っ

ています。費用は無料です。気軽に

ご相談ください。

【問い合わせ】

　県労働委員会　

　緯 022（211）3787

　財団法人登米文化振興財団では事

業の柱のひとつとして、市民手作り

事業「ときめき市民コンサート」を

開きます。「市民の音楽活動の発奮

剤に」と、登米市誕生を機に平成１７

年度からスタートしたコンサートで

す。市民有志で構成する「とめ市民

　ときめき市民コンサート
　チケット発売

合唱団」が、３カ月間にわたる練習

を重ねて晴れの舞台に立つ市民手作

りイベントです。

【日時】　９月２２日（火・国民の休日）

　午後２時～（午後１時３０分開場）

【場所】　登米祝祭劇場　大ホール

【入場料】　前売り　大人＝1,000円

　（当日＝1,300円）、

　高校生以下＝無料（要整理券）

【出演】　とめ市民合唱団

　ゲスト＝仙台チェンバーアンサン

　ブル（ヴァイオリン、チェロ、フ

　ルート、クラリネット、打楽器、　

　ピアノ、歌の７人編成）

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111

　第４回みんなの家
　夏祭り開催

　毎年恒例の「みんなの家夏祭り」。

小さい子どもからお年寄りまで楽し

んでもらえるように、今年もがんば

ります。ぜひおいでください。

【日時】　８月７日（金）

　午後５時～８時

【場所】　みんなの家（中田町宝江新

　井田字並柳前５５番地）

【内容】　和太鼓、民謡、舞踊、屋台

　（焼きそば、ビール、駄菓子、かき

　氷など）

【問い合わせ】　

　小規模多機能介護施設

　「みんなの家」

　緯 0220（34）7464


