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特定公共賃貸住宅
入居者募集

るるぱパソコン講習会
受講生募集

南方住民情報センター「るるぱ」
特定公共賃貸住宅
では、市民のＩＴ（情報技術）向上
を目的としてパソコン講習会を開催
◆豊里新町特定公共賃貸住宅
します。興味のある人はぜひご参加
（豊里町新町５番地１）
ください。
募集戸数 １戸(
３LDK）
皐表計算（エクセル）初級講習
家賃月額 46,
000円～55,
000円
【日時】
駐車場 なし
９月２
９日（火）～１０月１日（木）
◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅
午後７時～９時
（津山町柳津字本町６
７番地）
【場所】 南方住民情報センター
募集戸数 １戸(
１LDK）
「るるぱ」
（市役所南方庁舎内）
家賃月額 30,
000円～47,
000円
シアターホール
駐車場 あり
【内容】 表計算ソフトのエクセルを
【募集対象者】
使い、数値や数式の入力による表
現に住宅に困っている世帯
計算・関数など オ ート フ ィル を
【入居資格】
使ったデータコピー、基本的な罫
①所得基準が15.
8万円以上48.
7
線や簡単な表やグラフの作成など
万円以下であること。
を学習します。
※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 【受講資格】 市内に在住または勤務
予定者一人につき３８万円を控除し、 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（同
１２カ月で割った金額。
一講習経験のない人が優先）
②自ら居住するために住宅を必要
【定員】 １８人（先着順）
とする人。
000円程度（テキスト代）
③同居する親族がいること（婚姻 【参加費】 1,
【受け付け】 ９月９日（水）
予定も可）。
午前１０時～電話受け付け開始
④入居者全員に市税の滞納がない
【申し込み・問い合わせ】
こと。
南方住民情報センター
「るるぱ」
⑤申込者または同居予定者が暴力

▼

緯 0220（58）5557
開館日＝火曜～日曜日・祝日
午前９時～午後５時
休館日＝月曜日（月曜日が休日
の場合は、火曜日）

申請期限が迫っています！
（定額給付金・子育て応援特別手当）
定額給付金と子育て応援特別手当
の申請期限が迫っています。期限内
に申請しないと、給付を受けること
ができなくなりますのでご注意くだ
さい。申請書が届いていない人や紛
失した人には再度送付しますので、
ご連絡ください。
【申請期限】 ９月28日（月)
（郵送の場合は当日消印有効）
【問い合わせ】
胸定額給付金について
定額給付金専用電話
緯 0120（980）634
胸子育て応援特別手当について
福祉事務所子育て支援課 児童福
祉係
緯 0220（58）5562

自転車は
安全に乗りましょう
自転車は道路交通法上、車両の一
種です。正しいルールを知り、安全
に自転車を利用しましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は、左側を通行
③歩道は、歩行者優先で、車道寄り
を徐行
④安全ルールを守る
※飲酒運転、二人乗り、並進、傘
さし運転などは禁止
⑤子どもはヘルメット を着用

「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
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９月の
夜間相談窓口開設日

登米市津山町柳津字本町２
１８番地
緯 ０２２
５（６
８）3112
胃 ０２２
５（６
８）2406

▼

団員でないこと。
【申し込み】
各総合支所地域生活課
産業建設係
【申込期限】
９月１
５日（火） 期限厳守
【問い合わせ】
建設部建築住宅課 住宅管理係
緯 0220（34）2316

納税に関する相談に応じます。
【日時】 ９月２４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

高倉勝子美術館オープン

消防本部からもダウンロード可）
に必要事項を 記入の上、持参、
ファクシミリ、電子メールのいず
れかの方法で申し込みください。
【受講料】 4,
800円（テキスト代）
【申込期限】
９月７日（月）～１８日（金）
【申し込み・問い合わせ】
消防本部警防課 救急救助係
緯 0220（22）1901
胃 0220（22）4699
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日本画家・高倉勝子さんから寄贈
される美術館が９月１
９日にオープン
します。開館記念式典は１０月４日に
行われ、プレオープンとして「とよ
ま秋まつり」の開催に併せ、特別に
開館することになりました。
陶芸交流体験教室
「文化活動の拠点として、市の活
参加者募集
性化に役立ててほしい」と５月から
工事が始まった美術館は、順調に工
事が進み、予定通り完成する見込み
陶芸教室の参加者を募集します。
【日時】 １０月２日（金）～４日（日） です。美術館には高倉さんの希望で、
登米町の町割りにちなんだ「桜小路」
午前１０時～午後３時
という愛称がつけられました。
【場所】 津山大萱沢陶芸生産施設
プレオープン期間中の観覧料は無
（津山町横山字大萱沢）
料になりますので、日本画や水墨画
【応募資格】 陶芸を通じて市内外の
９月は
の格調高い芸術をぜひお楽しみくだ
人と交流をしたい人
廃棄物不法投棄防止月間
さい。
【交流団体】 不動窯陶芸クラブ
【問い合わせ】 教育委員会生涯学習
【指導者】 笠政彦先生（瑞樹窯）
課 文化振興・文化財保護係
【創作内容】 コップ、茶碗、皿、花
不法投棄をすることは法律で禁止
緯 0220（34）2698
器など
されており、違反した場合には、５
【募集人員】 各日１６人 ※先着順
年以下の懲役や1,
000万円（法人に
は１億円まで加重ができる）以下の
【参加費】 粘土１ｋｇにつき1,
000
応急手当普及員認定講習
罰金など、厳しい罰則が設けられて
円（焼成代込み）
実施します
います。
【申込方法】 郵送、ファクシミリ、
市では、看板の設置や巡回のパト
持参。任意の用紙に①住所②氏名
③性別④年齢⑤電話番号⑥参加希 【日時】 １０月１６日（金）、１７日（土） ロールの実施により、不法投棄防止
を呼び掛けています。
望日⑦希望創作作品名を記入の上、 １８日（日）の３日間
不法投棄から市を守りましょう。
「陶芸交流体験教室」参加希望と明
午前８時３０分～午後５時
記してください。
【問い合わせ】
【場所】 消防防災センター
３階大会議室
【申込期限】 ９月２
５日（金）
市民生活部環境課 生活環境係
緯 0220（58）5553
【その他】 作品は後日、焼成後に渡 【内容】 応急手当の基礎知識、救命
します。
に必要な応急手当の基礎実技指導
技法など
【申し込み・問い合わせ】
津山総合支所地域生活課 地域係 【申込方法】 消防署、各出張所に備
〒９８６－０４
０
１
え付けの申請書（市ホームページ
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