土地家屋調査士会による
無料相談会

登米懐古館企画展
「伊達騒動（寛文事件）」
仙台藩史上最大の事件と言われる
「寛文事件」の登場人物や活躍、事件
の発端や展開などを分かりやすく展
示します。
常設展示の貴重な品々もぜひご覧
ください。
【日時】
４月１７日（土）～５月２
３日（日）
午前９時～午後４時３０分
【場所】 登米懐古館
【入館料】 大人＝２００円
高校生＝１
５０円 小中学生＝１００円
【問い合わせ】
㈱とよま振興公社
緯 0220（52）5566

介護老人保健施設なかだ
看護・介護職員を募集
【職種】 正看護師・准看護師・介護
福祉士・介護職員
【募集人数】 ５人（パート勤務可）
【試験日時】
履歴書到着後にお知らせします。
【試験場所】
介護老人保健施設なかだ 会議室
【試験内容】 筆記試験、作文、性格
検査、面接
【応募方法】 履歴書を郵送または持
参してください。
※詳細については問い合わせくだ
さい。
【応募先・問い合わせ】
医療法人仁泉会 介護老人保健施
設なかだ 人事担当者
緯 0220（３
５）2655
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土地の境界、建物表示登記などに
関する無料相談会を開催します。
【日時】 ４月１０日（土）
午前９時～正午
【場所】 迫公民館 視聴覚室
【相談内容】 土地の境界や面積を知
りたい、建物を新築・増改築した
後の登記手続きの仕方を知りたい
【申し込み・問い合わせ】
宮城県土地家屋調査士会
かず お
登米支部長 千葉一夫
緯 0220（34）7404
胃 0220（34）7105

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。
また、専任保育士が育児相談にも
応じます。
【日時】 ４月１
３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】 お花見会
【申込方法】 電話
【申し込み・問い合わせ】

～地デジいろは塾～

白鳥保育園
緯 0220（58）2681
※随時、受け付けしています。

迫コーラス「エコー」
会員大募集
「美しい合唱は、心のハーモニー
から！」をモットーに活動していま
す。入会前の見学も可能です。初心
者大歓迎。歌が好きな女性の皆さん、
一緒に楽しく歌ってみませんか。
【日時】 毎週土曜日（月４回）
午後１時３０分～３時３０分
【会場】 迫公民館音楽室
【会費】 月2,
500円
【申し込み・問い合わせ】
ひろ こ
迫コーラス「エコー」大畑博子
緯 0220（22）4118

社会保険相談所開設
国民年金、厚生年金の資格およ
び年金給付についての相談に応じ
ます。
【４月の開設日】 ４月８日（木）
【時間】 午前９時１０分～正午
午後１時～３時３０分
【場所】 迫公民館
【問い合わせ】 古川年金事務所
緯 0229（23）1203

「ピアノであそぼう」
参加者募集
平成２２年度手づくり事業「ピアノ
であそぼう」が開催されます。
普段触れることのできないグラン
ドピアノ（今回はカワイＥＸ）をス
テージで演奏できるチャンスです。
この機会に、ぜひご参加ください。
【開催日】
４月３０日（金）～５月５日（祝）
【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【対象】 年齢制限なし（ただし、中
学生以下は保護者同伴とする）
。
また、ピアノ教室としての利用は
できません。
【演奏時間】
①午前９時～１０時３０分
②午前１１時～午後０時３０分
③午後１時３０分～３時
④午後３時３０分～５時
【申込方法】 登米祝祭劇場に備え付
けの申込用紙に必要事項を記入の
上、直接持参またはファクシミリ
で申し込みください。
【申込期間】
４月６日（火）～２
５日（日）
【その他】 受け付けは先着順です。
【申し込み・問い合わせ】
登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
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今回は、地デジにまつわる「詐欺・悪徳商法」の事例について紹介します。
皐総務省を語って不必要な地デジ部品代を請求した事例
「総務省推進事務局」と書かれた名刺を持った男が、一人暮らしの女性宅を
訪問し「地上デジタル放送を見られるようにする」とテレビを点検。女性
はプラグ交換が必要と言われ３万円を支払った。しかし、この女性宅はす
でに地デジが視聴できる状況になっていたため、プラグ交換は必要のない
ものだった。『総務省の関係者が地デジに関連して物を売ったり、料金を
請求したりすることは一切ありません。』
皐大手家電販売店と偽り地デジの工事をさせた事例
大手家電販売店を名乗り、作業着を着た男性が「テレビ映りの調査」と来
訪。すでに持っている地デジ対応テレビのために「チャンネル設定工事が
必要」と言われ依頼。値引きをしてもらったので販売店にお礼の電話をす
ると「自店では訪問していない」と言われた。『通常、家電販売店の店員が
依頼もないのに設定工事などを持ちかけることはありません。』
テレビのデジタル化に便乗し、不審な請求・工事の勧誘などの手口が増加し
ています。このような詐欺や悪質商法には十分ご注意ください。

【問い合わせ】 地デジコールセンター 緯 0570
（07）0101

４月の
パソコン相談室
興パソコン教室
①名刺を作成してみませんか。
【日時】
４月１
３日（火） 午前１０時～正午
４月１６日（金） 午後７時～９時
②家族の予定表を作成してみません
か。
【日時】
４月２０日（火） 午前１０時～正午
４月２
３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】 ４月２
５日（日）
午前１０時～正午
【場所】 迫にぎわいセンター
【申込期限】 ５日前まで
興出前コース
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

みやぎ北若者
サポートステーション
「働きたいけど一歩が踏み出せな
い」
「対人関係が苦手」
「相談相手が
いない」
「ブランクが長いのできっか
け が ない」など、サポ ート ステ ー
ションは、そんな悩みを抱えている
若者とその保護者への総合相談窓口
です。コミュニケーショントレーニ
ングや職場体験などを通じて社会参
加・就労に向けた支援を行っていま
す。悩みを抱える若者の第一歩を応
援していますので、気軽にご相談く
ださい。
【日時】 月曜日～土曜日
午前１０時～午後５時
（土曜日は イベント・プログラム
を行います）
【場所】
古川駅前ふるさとプラザ１階
【内容】 就労や自立に関する相談・
セミナー・職場体験など
【利用料】 支援プログラムのみ有料
※詳しくは、問い合わせください。
【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
胃 0229（21）7023

登米祝祭劇場
４月のイベント情報
◆熊谷幾久子 ふるさと展
【日時】 ４月１日（木）～３０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
◆歌謡浪曲の新しい世界
木村友衛オンステージ
【日時】 ４月３日（土） 午後１時～
【場所】 大ホール
【入場料】 3,
500円（前売り）
【問い合わせ】 菱和企画
緯 0220（55）4206
◆押し花サークルＭａ’ａｍ
作品発表会
【日時】 ４月２
３日（金）～２
５日（日）
午前１０時～午後６時
（最終日は午後５時まで）
【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】
押し花サークルＭａ’ａｍ
緯 0220（34）3391
◆新舞踊まつりチャリティーショー
【日時】 ４月２
５日（日） 午前１
１時～
【場所】 大ホール
【入場料】 1,
500円（前売り）
【問い合わせ】 新舞会
緯 0220（34）3525
◆第６回登展
～登米市民ふれあい美術展～
【日時】
４月３０日（金） ～５月５日（祝）
午前９時３０分～午後５時３０分
（最終日は午後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
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