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　佐沼税務署からお知らせ

　在宅心身障害児者
　クリスマス会のお知らせ

　裁判所からのお知らせ　

　１２月の広報テーマは「話し合いで

トラブル解決！利用しやすい民事調

停」です。詳しくはウェブサイトへ。

【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/

　佐沼どんと祭
　裸参り参加者大募集

　無病息災、家内安全を願う神事で

す。厄年の人、結婚する人、人生の

大きな節目を迎える人などの参加を

お待ちしております。

【日時】　平成２２年１月１４日（木）

　午後６時～

【場所】　一市・八日町通り（迫町）

　羽黒神社交差点前～津島神社

【申込期限】　１２月１８日（金）

【申し込み・問い合わせ】

　登米中央商工会　青年部

　緯 0220（22）3681　　

　登米祝祭劇場
　12月のイベント情報

◆「冬のアップルパイ」菊田郁朗・

明子　詩とフェルト画とイラスト展

【日時】　１２月１日（火）～２５日（金）

　午前１０時～午後５時

　（２５日は正午まで）

【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１１回登米市美術協会展

【日時】　１２月９日（水）～１３日（日）

　午前９時３０分～午後５時

　（１３日は午後３時まで）

【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

◆第１５回登米市合唱祭

【日時】　１２月１３日（日）

　午後１時３０分～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米市合唱連盟

　緯 0220（34）2005

【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

【日時】　１２月２０日（日）

　午前１０時～午後２時

【場所】　ホテルサンシャイン佐沼

【内容】　キャンドルサービス、演奏

　会、カラオケ、サンタからのプレ

　ゼントなど

【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＝500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昼食は主催者側で用意します。

　④新型インフルエンザの状況によ

　り中止になる場合もあります。

【申込期限】　１２月１０日（木）

　12月の
　パソコン相談室

興パソコン教室　

①年賀状を作成してみませんか。

【日時】　

　１２月８日（火）　午前１０時～正午

　１２月１１日（金）　午後７時～９時

②基本操作を作成してみませんか。

【日時】

　１２月１５日（火）　午前１０時～正午

　１２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】

　１２月２０日（日）　午前１０時～正午

【場所】　津山公民館

【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　

　税務署におかけいただいた電話は、

自動音声応答により「電話相談セン

ター」または税務署へご案内します。

　国税に関する一般的な相談は、

「電話相談センター」でお答えします。

直接税務署での相談を希望する人は、

あらかじめ相談日時の予約をして、

関係書類を持参してください。ただ

し、税金の納付相談や確定申告書の

作成会場に来た場合は、事前予約の

必要はありません。

【問い合わせ】　佐沼税務署　

　緯 0220（22）2501　

　伐採した木材を
　無償で提供します

　北上川の樹木伐採により発生した

木材を、地域の皆さんに有効活用し

ていただくため、無償で提供します。

【提供日時】　１２月１４日（月）～１５日（火）

　午前９時～午後５時

【提供場所】　新米谷大橋下流河川敷

　（東和町米谷）

【提供樹種類】　クルミおよびヤナギ

　などの雑木（直径５～２０唖程度・

　長さ１斡程度）

【注意事項】　①積み込み・運搬は各

　自でお願いします。

　②積み込み・運搬中の事故や提供

　後の使用については、責任は負い

　かねますのでご注意ください。

　③無断で持ち帰らないでください。

【問い合わせ】　北上川下流河川事務

　所　米谷出張所

　緯 0220（42）2154
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　宮城県多重債務
　無料相談会開催

　国の「多重債務者相談強化キャン

ペーン」の一つで、弁護士や司法書

士などが多重債務に関する無料相談

を行います。希望により心の健康相

談もあります。相談は無料で、予約

制です。

　白鳥スマイルキッズデー
　参加者募集

　親子で体験保育ができます。

【日時】　１２月２２日（火）

　午前９時３０分～１１時

【場所】　白鳥保育園（南方町）

【対象者】　１歳～就学前の児童

【内容】　白鳥見学（迫川）

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　白鳥保育園

　緯 0220（58）2681

　※随時、受け付けしています。

～地デジいろは塾～

【問い合わせ】　

　グリーン家電エコポイント事務局　緯 0570（064）322

　もしくは「エコポイントサポート」マークのある販売店

№６

皐「エコポイント」とは？

　エコポイント制度は、地球温暖化防止・経済の活性化・地上デジタル放

送対応テレビの普及を目的として、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、

テレビを購入した人に対して一定のエコポイントを付け、これを使ってさ

まざまな商品を買うことができる仕組みです。

　対象家電製品の購入に対して発行するエコポイントは、製品の大きさな

どによって一律の額を設定しています。

　地デジ対応テレビについては画面サイズが２６Ｖ未満の７千円分から段階

的に額が増え、最大で３万６千円分が発行されます。さらに、買い替えを

してリサイクルを行う場合は３千円分が追加されます。

　エコポイントで交換できる商品は、商品券・プリペイドカード・地域産

品などです。

　発行対象期間は、平成２２年３月末日購入までになっています。この制度

を利用して賢い「地デジへの移行」を進めてください。

　若年求職者の就職支援
　みやぎジョブカフェ 　みやぎの中山間地

　写真コンクール作品募集

【予約受付日時】　

　１２月７日（月）～１１日（金）

　午前８時３０分～午後５時１５分

【予約先・問い合わせ】

　県消費生活・文化課

　緯 022（211）2524

定員場　所相談日

３０人宮 城 県 庁１２月１３日（日）

１０人栗 原 合 同 庁 舎　　１４日（月）

２０人大 崎 合 同 庁 舎　　１５日（火）

２０人石 巻 合 同 庁 舎　　１６日（水）

１０人登 米 合 同 庁 舎　　１７日（木）

２０人大河原合同庁舎　　
　　１８日（金）
　　  １０人気仙沼合同庁舎

３０人宮 城 県 庁　　１９日（土）

　昔ながらの田園風景、里山に囲ま

れた日本の原風景を思わせる農村・

漁村など中山間地の良さを知っても

らえるような写真を募集します。　

【題材】　中山間地域の風景、棚田な

　どイメージにマッチしたもの

　（農村景観・祭り・郷土芸能・風　

　物・年間行事・農作業など）

【応募規定】　①撮影場所は県内

　②四ツ切り（ワイド可）の単写真。

　デジタルカメラでの撮影も編集を

　県が設置した若年者就職支援施設

「みやぎジョブカフェ」が就職活動を

支援します。参加費は無料で予約制

です。

【対象者】　

　３９歳以下の求職者，フリーター

　など（平成２１年１０月から対象年齢

　を引上げました。）

【内容】　面接対策や書類作成など就

　職活動に役立つセミナーとキャリ

　アカウンセリング（職業相談）

【会場・日時】　

　①大崎市市民活動サポートセン

　ター（ふるさとプラザ）　

　１２月１５日（火）

　１月５日（火）、１９日（火）

　２月２日（火）、１６日（火）

　３月２日（火）、１６日（火）

　②石巻商工会議所

　１２月１１日（金）、２５日（金）

　１月８日（金）、２２日（金）

　２月１２日（金）、２６日（金）

　３月１２日（金）、２６日（金）

　①、②とも午前１０時～午後４時

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　みやぎジョブカフェ

　緯 022（217）3562　　

　行わなければ可。

　③未発表の物で１人１点に限る。

　裏面に題名・撮影場所・撮影年月

　日・住所・氏名・年齢・電話番号

　・作品に関する簡単なコメントを

　貼付してください。

　④人物が被写体の場合は、本人か

　ら応募の承諾を得てください。

　⑤応募作品は返却しません。

　（入賞作品以外の作品は切手を

　貼った返信用封筒同封の場合、返

　却します。）

【募集期限】　平成２２年１月２９日（金）

　（当日消印有効）

【送付先・問い合わせ】　

　宮城県中山間地域活性化推進協議

　会事務局（水土里ネットみやぎ　

　総務企画部内）

　〒980-0011

　仙台市青葉区上杉２丁目２－８

　緯 022（263）5812

　宮城県農林水産部農村振興課農村

　振興対策チーム

　〒980-8570

　仙台市青葉区本町３－８－１

　緯 022（211）2866　　


