９月の
パソコン相談室

国道３９８号の夜間通行止めのお知らせ

迫支援学校「学校公開」

三陸縦貫自動車道工事に伴い、国道３
９８号が夜間（午後１０時～翌朝午前６
時）全面通行止めになります。通行止め期間中は、東和町根 郭 ～朝田貫間
の市道を迂回願います。
期間中は迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
【２１年度中の通行止め期間】
９月７日（月）～１
９日（土）の内、７日間
１
０月１
５日（木）～２１日（水）の内、３日間
１１月１
８日（水）～２５日（水）の内、２日間
２２
：００～翌朝６：００
１
２月１
４日（月）～１
９日（土）の内、３日間
（悪天候を除く）
１
２月２１日（月）～２
６日（土）の内、５日間
３月１
５日（月）～２
０日（土）の内、３日間
【迂回路図】 ※迂回路は、大型車両は通行できません
ね ぐ るわ

あさ

だ

ぬき

興パソコン教室
①川柳・短歌新聞を作成してみませ
んか。
【日時】
９月８日（火） 午前１０時～正午
９月１１日（金） 午後７時～９時
②基本操作を学んでみませんか。
【日時】
９月１
５日（火） 午前１０時～正午
９月１８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】
９月２７日（日） 午前１０時～正午
【場所】 登米公民館
【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 【問い合わせ】
国土交通省仙台河川国道事務所 登米監督官詰所（登米総合支所内）
談に応じます。
緯 0220（52）5731
【料金】 １コース5０
,
００円（４時間）
【申し込み・問い合わせ】
合わせた学習で単位を取得して、高
務局（佐藤）まで電話で連絡願い
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・みやぎ
等学校の卒業資格を取得しませんか。
ます。その後、申込用紙に必要事
緯 0220（２
１）５２６
２
項を記入し、参加料を添えて申し 【対象者】
込んでください。
中学を卒業した人
第４回市長杯争奪ソフト 【申込期限】 １０月１２日（月）必着
高校在学中で転校を希望する人
ボール大会参加者募集
高校を退学した人
【申し込み・問い合わせ】
〒987－0611
【募集学科】
登米市中田町浅水字東川面３０７番
一般コース＝自宅学習が基本で、
【日時】 １０月１８日（日）
地１ 登米市ソフトボール協会
週末（土曜・日曜日）にスクーリ
午前８時３０分～ ※小雨決行
事務局：佐藤 學
ング（面接指導）を行います。
※雨天時予備日＝１０月２
５日（日）
緯 0220（34）7349
在宅コース＝教科書授業ＣＤを
【会場】 東和総合運動公園
緯 090（7798）1434（携帯）
使い、自宅で学習します。学期末
【種別】 成年男子
に数日の集中スクーリングと単位
【参加資格】 市内クラブチーム、事
認定試験を行います。
業所チームおよび一般
【入学試験】 ９月２
５日（金）
【チーム編成】 監督１人・コーチ１
※作文と面接を行います
人・スコアラー１人・選手２
５人以
内とし、監督およびコーチが選手
【願書提出期限】 ９月１８日（金）
を兼ねる場合は、選手登録を行う
※期限後も随時受け付けしていま
こと。
す
一関学院高校通信制課程 【出願書類請求先・問い合わせ】
【競技規則】 200
９年度オフィシャル
10月入学の生徒募集
・ソフトボールルールによる。
一関学院高等学校 通信制課程
〒021－0871
【競技方法】 トーナメント方式
岩手県一関市八幡町５番２４号
【参加料】 １チーム5,
000円
２
１年度通信制課程後期（１０月）入
緯 0191（23）4240
学生を募集します。自分のペースに
【申込方法】 市ソフトボール協会事
かい

▼

▼

う
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【問い合わせ】
県保健福祉部社会福祉課
緯 022（211）2516

【日時】 ９月１６日（水）
午前９時１
５分～正午
【場所】 県立迫支援学校
【内容】
全体会（迫支援学校の教育につ
いて、質疑応答など）
※教育相談の受け付けもします。
授業公開：小学部＝遊びの指導
中学部＝保健体育、自立活動
高等部＝作業学習、自立活動
【申込方法】 電話、ファクシミリ
※資料などの準備の都合上、でき
るだけ事前に申し込みをしてくだ
さい。
※ファ クシ ミリの場合は、所属
（通学・勤務している学校名など）
・
氏名を記入の上、学校公開参加希
望と明記してください。
【申込期限】 ９月９日（水）
【問い合わせ】 県立迫支援学校
（学校公開担当：金野）
緯 0220（22）9484
胃 0220（22）7628

宮城県農業大学校
学生募集
【募集学部・人員】
①水田経営学部＝15人
②園芸学部＝15人
③畜産学部＝15人
④アグリビジネス学部＝10人
皐学校長・市町村長推薦入校
【試験日】 10月15日（木）
【出願期間】
９月１８日（金）～１０月１日（木）
皐一般入校（前期）
【試験日】 １２月１８日（金）
【出願期間】
１１月２０日（金）～１２月３日（木）
皐一般入校（後期）
【試験日】 ２２年２月２２日（月）
【出願期間】
２２年１月２８日
（木）～２月１２日
（金）
【会場】 宮城県農業大学校
（名取市）
【願書請求先・問い合わせ】
宮城県農業大学校教務部学生班
〒9811243
名取市高舘川上字東金剛寺１番地
緯 022（383）8138

【その他】 予約は不要
【相談電話番号】
緯 022（292）3660
【問い合わせ】
仙台法務局人権擁護部
緯 022（292）3614

登米祝祭劇場
９月のイベント情報

◆第５回登米市絵本原画展
【日時】 ９月３日（木）～６日（日）
３日：午前９時～午後５時
４、５日：午前９時３０分～午後５時
６日：午前９時３０分～午後４時
【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】 迫図書館
緯 0220（22）9820
◆ 劇 団ド リ ー ム ★ キ ッ ズ 第 ７ 回
ミュージカル公演「宇宙シドレッ！
いちばん星☆み～つけた♪」
【日時】 ９月１２日（土）、１
３日（日）
１２日：午後６時～
１
３日：午後１時～
ヒューマンフェスタ
【場所】 大ホール
せんだい・みやぎ2009
【入場料】 大人＝1,
000円
小中高生＝500円
人権とは、人種や民族、性別を超
大人・小中高生ペア＝1,
300円
えて、誰もが生まれながらに持って
未就学児＝200円
いる、自分らしく幸せに生きる権利
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
のことです。
緯 0220（22）0111
人権について楽しみながら知って
◆登米祝祭劇場開場１
５周年記念
いただくことを目的に、フェスティ
主催イベント
ポスター・色紙展
法務局からのお知らせ
バルを開催します。入場は無料です。
【日時】
ぜひご来場ください。
９月１
９日（土）～２
３日（祝日）
午前９時３０分～午後５時
【日時】 １０月３日（土）、４日（日）
仙台法務局および県人権擁護委員
（２
３日は午後３時まで）
３日：午前１０時～午後５時
連合会では、９月６日（日）～１２日
４日：午前１０時～午後４時
（土）に、全国一斉「高齢者・障害者 【場所】 大ホール
の人権あんしん相談」強化週間と定 【入場料】 無料
【場所】 夢メッセみやぎ
（仙台市宮城野区港三丁目１－７） めて電話相談所を開設します。
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
高齢者・障害のある人をめぐ るさ
緯 0220（22）0111
【内容】
まざまな人権問題について、人権擁
◆第５回ときめき市民コンサート
３日葛コンサート（歌手・水木一
護委員および法務局職員が相談に応 【日時】 ９月２
郎さん）、講演会（俳優・松居一代
２日（国民の休日）
じます。悩まず電話をしてください。
さん）
、映画上映（おくりびと）
午後２時～
４日葛コンサート（歌手・木村弓 【日時】 葛９月６日（日）
・１２日（土） 【場所】 大ホール
さん、庄司恵子さん）、講演会など
【入場料】 大人1,
000円
午前１０時～午後５時
2日間共通葛「それいけ！アン パ
高校生以下無料（要整理券）
葛９月７日（月）～１１日（金）
ンマンショー」
、パネル展、シンポ
午前８時３０分～午後７時
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
ジウム、法務なんでも相談など
緯 0220（22）0111
【相談料】 無料
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