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　登米祝祭劇場
　２月のイベント情報

◆阿部英子 佐藤栄子 泉幸子３人展

「和と洋の楽しさ」

【日時】　２月２日（火）～２６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）０１１１

◆佐沼小合唱隊・吹奏楽部

ジョイントコンサート

【日時】　２月６日（土）午後２時～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　佐沼小学校

　緯 0220（22）2740

◆第４２回仙北地区ピアノコンクール

【日時】　２月１１日（祝）

　午前９時２０分～

【場所】　大・小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　仙北地区ピアノコン

　クール運営委員会

　緯 0220（22）2255

◆ふだん着コンサート「ハートフル

バレンタインコンサート」

【日時】　２月１４日（日）午後２時～

【場所】　小ホール

【入場料】　500円

　（高校生以下：無料整理券を配布）

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）０１１１

　宮城いきいき学園
　4月入学生募集

３月１５日（月）までに確定申告を
お忘れなく！

所 得 税 お よ び
地 方 消 費 税

贈 与 税

所 得 税

振 替 納 付 日
（ 振 替 納 税 の 場 合 ）

※納期限は申告期限と同じ日です。

※ｅ－Ｔａｘの利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。）ＩＣカード

リーダライタの購入などの事前準備が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。ｗｗｗ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ

申告所得税　４月２２日（木）

消費税および地方消費税４月２７日（火）

１月１日（金）～３月３１日（水）

２月１日（月）～３月１５日（月）

２月１６日（火）～３月１５日（月）

 国税庁ホームページから電子申告

 最高5,000円の税額控除

 添付書類の提出省略

 還付金がスピーディー

ｅ－Ｔａｘならこんなにいいこと。

　総務省では、電気通信サービスを

安心・快適にご利用いただけるよう、

利用者の視点に立った情報通信行政

に取り組んでいます。

　電気サービスに関する利用者の意

見・要望を幅広く聞き、今後の情報

通信行政に生かすため、電気通信

サービスモニターを募集します。

【応募資格】　

　①電話・インターネットなどの電

　気通信サービスに関心がある東北

　６県に在住の成人。

　②【モニターにお願いすること】

　に協力できる人。

　※総務省および電気通信事業者に

　勤務経験がある人とその家族はモ

　ニターにはなれません。

【モニターにお願いすること】

　葛総務省が実施するアンケート　

　（年２回実施予定）への回答

　葛各地域で開催するモニター会議

　への出席

【委嘱期間】　６月１日（火）～

　平成２３年３月３１日（木）

　（１０カ月間）

【募集人数】　１２０人

【募集期間】　３月１日（月）～

　４月２日（金）必着

【応募方法】　はがき、ファクシミリ

　※はがきの表面またはファクシミ

　リ送信用紙に「モニター希望」と

　明記の上、裏面に郵便番号・住所・

　氏名・電話番号・年齢・性別・職

　業・応募の動機などを記入し、申

　し込みください。

【申し込み・問い合わせ】

　〒980－8795

　仙台市青葉区本町３－２－２３

　東北総合通信局　電気通信事業課

　緯 022（221）0628

　胃 022（221）0613

【対象者】　県内在住のおおむね６０歳

　以上の人

【場所】　①仙南校　②大崎校　

　③石巻校　④気仙沼・本吉校

　⑤登米・栗原校

【募集人数】　各校４０人

【学習期間】　

　年間２２回程度：２学年制

【内容】　生きがいと健康づくりを目

　指し、地域活動の指導者として必

　要な内容・方法を体験を通して身

　に付けます。

【募集期間】　２月１日（月）～

　３月１２日（金）必着

【入学金】　5,000円

【受講料】　年間15,000円

【ＵＲＬ】　

　http://www.miyagi-sfk.net/

【申し込み・問い合わせ】

　県社会福祉協議会　

　いきがい健康課

　緯 022（225）8477

　電気通信サービス
　モニター募集

Feb.201019

　手話サークル「パール」
　参加者募集

　市の「手話講座」卒業生で組織し

ている自主活動サークルです。

　「パ－ル」は、気取らず・楽しく・

和やかに学べる場として活動してい

　裁判所からのお知らせ

　労災保険、雇用保険加入

　④退職金＝独立行政法人福祉医療

　事業機構福祉施設職員退職共済に

　加入することができる。

【申込方法】　履歴書を郵送または持

　参してください。※郵送の場合は、

　封筒の表に「職員募集応募履歴書

　類在中」と明記してください。

【採用考査・面接】　履歴書到着後に

　本人に通知します。

【申し込み・問い合わせ】

　〒986－0313

　石巻市桃生町中津山字八木５４

　ラボラーレ

　緯 0225（79）2071

　（受付：平日午前１０時～午後３時）

　担当： 白  土 ・
しら と

 白  鳥 ・鈴木
しろ とり

　死laborare-monou@micare.net

【日時】　３月７日（日）　午前９時～

　※午前８時３０分から受け付け

【場所】　中田総合体育館

　（なかだアリーナ）

【参加資格】　

　中田町内在住者または勤務者

【内容】　団体戦（３シングルス・硬式）

　※家族・職場・友人・男女混合可

　※人数がそろわない場合や１人で

　参加希望の場合は、問い合わせく

　ださい。　

【参加費】　１チーム＝600円

【申込方法】　電話、ファクシミリ

　※ファクシミリの場合は、なかだ

　アリーナおよび大会事務局に備え

　付けの申込用紙か任意の用紙に

　チーム名・参加者全員の氏名、年

　齢、電話番号を記入の上、中田地

　区ピンポン大会参加希望と明記し

　てください。

【申込期限】　２月２６日（金）

【申し込み・問い合わせ】

　大会事務局（アリスモード㈱内）

　佐瀬

　緯 0220（34）6102

　胃 0220（34）6103

ます。

　学習会は、毎週金曜日（月３回）

開催していますので、手話を覚えて

みたい・興味があるという人は、気

軽に参加してみませんか。

【日時】　

　２月１２日（金）、１９日（金）、２６日（金）

　午前９時３０分～１１時３０分

【場所】　南方農村環境改善センター

　（南方公民館隣り）農事研修室

【年会費】　1,000円（事務費など）

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　 ▼「パール」連絡係　髙橋

　緯 0220（34）5898

　 ▼福祉事務所生活福祉課　

　障害福祉係　

　緯 0220（58）5552　

　２月の広報テーマは「執行官にな

るには・・・～執行官採用について

～」です。詳しくは最高裁ウェブサ

イトをご覧ください。

【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/

　ふれあいの里職員募集

　（なかだアリーナ）

【参加資格】　オープン

【競技種目】　①男子シングルス

　②女子シングルス

　③混合ダブルス

【参加料】　 ▼シングルス：中学生以

　下＝600円、高校生＝800円、大

　学生・一般＝1,000円

▼ダブルス：１組1,500円

【申込方法】　参加希望種目、氏名、

　所属、電話番号を明記した用紙に

　参加料を添えて、郵便または直接

　申し込みください。

【申込期限】　２月１９日（金）必着

【申し込み・問い合わせ】

　〒987－0611

　登米市中田町浅水字駒形104

　佐藤 成  賢 　あて
しげ のり

　緯 0220（34）6212

　※午後７時以降におかけください。

　緯 090（4883）0989

　第51回中田地区
　ピンポン大会参加者募集

　社会福祉法人ふれあいの里では、

旧新田第二小学校跡地において障害

福祉サービス事業所を開設します。

　これに伴い、次のとおり職員を募

集します。

【勤務場所】

　皐在宅障がい者多機能支援施設ラ

　ボラーレ登米（登米市迫町新田字

　対馬５１－７）

　皐在宅障がい者多機能支援施設ラ

　ボラーレ（石巻市桃生町中津山字

　八木５４）

【募集職種】　

　葛生活支援員（若干名）

　葛職業指導員（若干名）

　葛介護職員（若干名）

　葛看護師※准看護師も可（若干名）

　葛調理師（若干名）

　葛パート職員（若干名）

　※すべての募集職員には、第１種

　普通免許証以上が必要になります。

【待遇など】　①勤務時間＝月～金曜、

　午前８時３０分～午後５時３０分　

　②休日＝土・日曜（４週８休）、夏

　季・年末年始休業有り

　③社会保険＝協会健保、厚生年金、

　第５回登米オープン
　卓球大会参加者募集

【日時】　３月１４日（日）

　午前９時試合開始

　（開場は午前８時２０分）

【場所】　中田総合体育館


