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】 １月１
５日（金）
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】 もちつき会
【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。

「新春講演会」の開催
【日時】 １月２０日（水）
午後３時３０分～５時
【会場】 ホテルサンシャイン佐沼
【内容】 テーマ：
「地域主権時代の幕
開け、今こそ登米の時代！～新し
い時代の地域経営のあり方～」
講師：増田寛也さん（前岩手県知
事、珂野村総合研究所顧問）
【共催】
花登米法人会、花宮城県経営者協
会登米支部、登米市産業振興会
【聴講料】 無料 【定員】 １００人
ひろ

や

～地デジいろは塾～

【申込方法】 電話
【申込期限】 １月１４日（木）
【申し込み・問い合わせ】
花登米法人会
緯 0220（22）6617

高校生が教える
簿記入門講座のお知らせ

１月の
パソコン相談室

興パソコン教室
簿記の普及と市民との交流を目的
①カレンダーを作ってみませんか。
に開講します。高校生が親切丁寧に、 【日時】
日商簿記検定３級の概要や用語につ
１月１２日（火） 午前１０時～正午
いて説明を行います。
１月１
５日（金） 午後７時～９時
【日時】 ２月１
５日（月）～１
９日（金） ②家族の予定表を作ってみませんか。
午後６時～８時
【日時】
【場所】 宮城県石巻商業高等学校
１月１
９日（火） 午前１０時～正午
【対象者】 一般成人・簿記初心者
１月２２日（金） 午後７時～９時
①②共通事項
【受講料】 無料
※ただし問題集代７
７
０円がかかり 【場所】 迫にぎわいセンター
ます。
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話、ファクシミリ、 【申込方法】 電話
郵送（はがき）
【申込期限】 受講日前日まで
※ファクシミリ・郵送（はがき）の
興無料相談室
場合は、住所、氏名を記入の上、 【日時】１月２４日（日）
「簿記入門講座希望」と明記し、申
午前１０時～正午
し込みください。
【場所】 米山公民館
【申し込み期限】
【申込期限】 ５日前まで
２月５日（金）必着
興出前コース
【問い合わせ】
あなたの自宅にパソコンを持参し
宮城県石巻商業高等学校
て相談に応じます。
〒9860031
【料金】 １コース5０
,
００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（２
１）5262
№７

皐地デジについての質問に答えます
【アンテナについて】
Ｑ：家にはアナログテレビが３台ありますが、地デジチューナーは１台
だけでいいのでしょうか？
Ａ：地デジチューナーはテレビの台数分必要です。１台のチューナーに
複数のテレビを接続することは可能ですが、その場合は全部のテレ
ビで同じ番組を見ることになります。
Ｑ：デジタルテレビに替えたらアンテナはどうすればいいのでしょうか？
Ａ：地デジでは今使っているＵＨＦアンテナがそのまま利用できます。
ただし、電波状態によっては別途対策が必要なこともあります。ま
た、衛星放送もアナログ用のアンテナを利用できます。
【録画機について】
Ｑ：今のＶＨＳビデオは地デジでも使えますか？
Ａ：裏番組録画は不可能な場合が多いと思われますが、再生は可能です。
ただし、画質には不満を感じることになると思います。
そのほか地デジに関する質問は、下記に電話してください。

【問い合わせ】 地デジコールセンター 緯 0570
（07）0101
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石巻市南境字大槻２０
緯 0225（２２）9188
胃 0225（２２）9189
（担当：宮浦・阿部（朝）・小山）

事業主の皆さんへ
「就職面接会」
への参加企業を募集
しています。
【日時】 １月２
５日（月）
午後１時３０分～
（受付開始は午後０時30分）
【場所】 大崎合同庁舎１階大会議室
（大崎市古川旭四丁目１－１）
【内容】 平成２２年３月に高等学校を
卒業する生徒との面接会です。合
同面接方式で、複数の生徒と面接
することができます。
【問い合わせ】
ハローワーク迫（学卒担当）
緯 0220（22）8609

「とめっこマネー」
第４回抽選会を開催
登米市共通商品券「と め っこ マ
ネー」の 第４回抽選会が １月２０日
（水）に開催されます。
今回の抽選対象になるのは、平成
２
１年７月１６日から平成２２年１月１
５日
までに加盟店でご利用いただいた商
品券で、地デジ対応液晶テレビ（国
産 メーカー２０Ｖ型）３本など 合計
183本が抽選されます。
当選番号は、２月に全戸配布予定
のチラシおよび店頭表示などで発表
になります。お手持ちの半券（お楽
しみ抽選券）を忘れずにご確認くだ
さい。
なお、１月１６日以降のご利用分は
次回抽選会の対象になります。
【問い合わせ】 登米市振興協同組合
緯 0220（22）3681

【申し込み・問い合わせ】
みやぎ北若者サポートステーション
緯 0229（21）7022

登米祝祭劇場
１月のイベント情報
◆佐藤恵久子作品展
～ひらめきを思いのままに～
【日時】 １月５日（火）～２
９日（金）
午前１０時～午後５時
（最終日は正午まで）
【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）０
１１
１
◆登米市の秋の風景画コンクール
【日時】 １月９日（土）～１
１日（祝）
９日：午後１時～５時
１０日：午前９時３０分～午後５時
１１日：午前９時３０分～正午
【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】 教育委員会
緯 0220（34）2670
◆災害ボランティア講演会
【日時】 １月２６日（火）午前１０時～
【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】 社会福祉協議会
緯 0220（21）6310
◆映画会①「レ イトン教授と永遠の
歌姫」②「沈まぬ太陽」
【日時】 １月３１日（日）
①午前１０時～ ②午後１時～
【場所】 大ホール
【入場料】 ①900円（当日のみ）
②1,
000円
（前売り）
・1,
500円
（当日）
【問い合わせ】 オカダプランニング
緯 0225（22）0934

日本語サポーター募集
苛宮城県国際交流協会（ＭＩＡ）
では、県内に住む外国人に日本語を
教える日本語サポーターを募集して
います。外国人の日本語学習を手伝
いながら、国際交流をしてみません
か。興味のある人は、まずは資料請
求をしてください。
◆ＭＩＡ日本語サポーター
県内に住む外国人にマンツーマン
で日本語を教えるボランティアで
す。18歳以上の県民の人ならど
なたでもご登録いただけます。
【資料請求先・問い合わせ】
苛宮城県国際交流協会
企画事業課（担当：伊藤）
〒981－0914
仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７
宮城県仙台合同庁舎７階
緯 022（275）3796
胃 022（272）5063
死 mi
a@k2.
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j
p
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第３回抽選会の様子

みやぎ北若者サポート
ステーション出前相談会
若者無業者（一定期間無業状態の
人）の職業意識の啓発や社会適応支
援の一環として、市内居住者を対象
とした出前相談会を開催します。
【日時】 ２月１０日（水）
午前１０時～午後４時３０分
【場所】 県登米合同庁舎
保健所棟３階会議室
【内容】 若者無業者の就労・自立に
関する個別相談会
【対象者】 若者無業者、その保護者
など（要予約）
【費用】 無料
【申込方法】 電話
【申込期限】
２月９日（火）午後５時

１ 月１
０日 は１
１
０番 の 日
１

１

「いち早く いそがず慌てず

０

れい静に」

纂１１０番の正しい利用を
「１１
０番」は、事件・事故専用の「緊急通報用電話」です。しかし、
１１
０番通報のうち約３分の１は、緊急を要しない相談・照会などが占
めています。そのため「緊急を要する事件・事故の１１
０番通報」がつな
がりにくくなり、緊急事案に対処できなくなる恐れがあります。
そこで、警察に対する運転免許更新手続きや警察署の電話番号など
の照会、そのほかの要望・相談については下記に電話してください。

～悩むより かけて安心～ 三9110
警察相談専用電話

022
（266）9110
佐沼警察署・登米警察署
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