▼

子どもが
犯罪被害に遭わないために
①子どもと一緒に外出するときは、
子どもから目を離さないようにし
ましょう。
②子どもが１人で外出するときは、
「行き先」、
「帰宅時間」を確認しま
しょう。
③子どもに声を掛けている人を見た
ら、声を掛け確認しましょう。
④子どもと一緒に遊び場を確認して
おきましょう。
⑤子どもの帰りが遅くなったときに
は、迎えに行くようにしましょう。
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納税に関する相談に応じます。
【日時】 １２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

南方住民情報センター「るるぱ」
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
します。興味のある人はぜひ参加し
てください。
表計算（エクセル）初級講習
【日時】 １２月１６日（水）～１８日（金）
午後７時～９時
【内容】 表計算ソフトのエクセルを
使い、数値や数式の入力による表
計算・関数など オート フ ィルを
使ったデータコピー、基本的な罫
線や簡単な表やグラフの作成など
【受講資格】 入門講座を受講した人
または同程度の知識がある人
【対象者】 市内に在住または勤務し
ている人（同一講習の経験がない
人を優先）
【場所】 南方住民情報センター
「るるぱ」
（市役所南方庁舎内）
シアターホール
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代）
【受け付け】 １２月９日（水）
※電話受付開始は午前１０時
【申し込み・問い合わせ】
南方住民情報センター
「るるぱ」
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）
▼

◆登米遠見台第二住宅４号
（登米町寺池上町５６番地６
５）
募集戸数 １戸(
３DK）
家賃月額 14,
900円～22,
200円
駐車場 なし
◆豊里下町住宅１
３号
（豊里町町浦３０
１番地３８）
募集戸数 １戸(
３DK）
家賃月額 ２４,
900円～37,
100円
駐車場 あり
◆石越駅前住宅７号
（石越町南郷字小谷地前１
５７番地２）
12月の
募集戸数 １戸(
２K）
多重債務110番の日
家賃月額 4,
700円～7,
000円
駐車場 なし
市の消費生活相談員が、借金・多
【募集対象者】
重債務の相談に応じ、弁護士や関連
現に住宅に困っている世帯
部署などと連携しながら、多重債務
【入居資格】
の解消・債務整理後の生活再建を支
①入居収入基準が15.
8万円以下で
援します。
あること（小学校就学前の子ども
相談は無料です。秘密は厳守され
のいる世帯、身体障害者、６
０歳以
ます。
上の人は２
１.
4万円以下）。
一人で悩まず、ちょっと勇気を出
※収入基準の算出は、入居予定者
して、まず相談をしましょう。
の合計所得から世帯主以外の入居
７日（月）、１４日（月）、
予定者一人につき３８万円を控除し、 【日時】
２
１日（月）、 ２８日（月）
１２カ月で割った金額。
午前９時～午後８時
②同居する親族がいること（婚姻

12月の
夜間相談窓口開設日

るるぱパソコン講習会
受講生募集

登米市環境教育指導者研修会開催のお知らせ
環境問題に興味を持ち、知識・技能を習得できるような機会や基本的な
情報を共有し、市民・事業者・行政の協働による環境保全型の社会を目指
して、環境教育指導者研修会を開催いたします。どなたでも参加できます
ので、多くの皆さんの参加をお待ちしています。
講

演

時
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講
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演
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容

所長
午後１時３
０分 横浜国立大学 名誉教授／苛国際生態学センター
あきら
／ＮＰＯ地球の緑を育てる会 顧問 宮脇 昭さん
３時
「地球環境とエネルギー～生物社会のおきて～」
ゆ

き

こ

午後３時１
０分 登米市環境市民会議会員 髙橋 由紀子さん
３時４
５分 「平筒沼いこいの森の環境保全」
～

市営住宅入居者募集

２０日（日）午前９時～午後５時
【相談電話番号】
緯 0220（34）2308 ※直通
【場所】 市役所中田庁舎２階
【問い合わせ】
産業経済部商工観光課
商業振興係
緯 0220（34）2734

～
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予定も可）。
※原則として単身での入居はでき
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
特例として平成１８年４月１日現在
で５０歳以上の人も可）
、身体障害者
（１～４級）
・精神・知的障害者の人
は単身入居することができます。
③入居者全員に市税の滞納がない
こと。
④現に市営住宅に入居している人
は、申し込みできません。
⑤申込者または同居予定者が暴力
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
※各住宅に重複して申し込みする
ことはできません。
【申込期限】 １２月１
５日（火）
【問い合わせ】
建設部建築住宅課 住宅管理係
緯 0220（34）2316

【日時】 １２月２４日（木）午後１時３０分～３時４
５分
【場所】 迫公民館 ２階軽運動場
【対象者】 市内在住の人、教育関係者、行政関係者
【定員】 ８
０人
【申込方法】 電話・ファクシミリ・電子メール。
※ファクシミリで申し込みの場合は、住所・氏名・電話番号を記入の上、
「環境教育指導者研修会申込」と明記してください。
※電子メールで申し込みの場合は、市ホームページ「登米市の環境！」
に掲載する研修会チラシを参照の上、申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】 市民生活部環境課 環境政策係
緯 0220（58）5553 胃 0220（58）3345
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農業委員会からのお知らせ
新潟県で１０月１
９日午前中に、農業者年金の振り込め詐欺（未遂）事件
が発生しました。
内容は、農業者宅に「農業者年金基金の収納係」と名乗る男性から電
話があり、
「指定する銀行口座に未納分の農業者年金保険料を振り込む
ように」との要求があり、
「明日までに振り込まなければ農業者年金は消
滅する」というものでした。
現在、農業者年金に加入している人の農業者年金保険料については、
毎月指定された農業協同組合各基幹支店口座からの振替となっているた
め、保険料が未納のため職員が電話で直接連絡することはありませんの
で、ご注意願います。
【問い合わせ】 農業委員会 農政総務係 緯 0220（34）2317
またはＪＡみやぎ登米各基幹支店、ＪＡ南三陸津山支店
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