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　登米祝祭劇場
　５月のイベント情報

◆加藤元ＧＥＮＪＩ物語

　～切り絵展～

【日時】　５月１日（土）～２８日（金）

　午前１０時～午後５時

　（最終日は正午まで）

　※５月６日（木）、毎週月曜日は休

　館日です。

【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

◆英語劇発表会

【日時】　５月９日（日） 午後２時～

【場所】　小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　プレイフルスペース

　緯 090（7667）7828

◆えほん・おもちゃであそぼう！！

　ふれあいひろば

【日時】　５月１５日（土）

　午前１０時～

【場所】　小ホール

【入場料】　１家族＝300円

【問い合わせ】　

　すくすく保育研究所

　緯 0220（34）7440

◆登米高校合唱部・吹奏楽部

　第１３回定期演奏会

【日時】　５月２２日（土） 

　午後１時３０分～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米高校

　緯 0220（52）2670

◆演歌　舞踊　民謡

　三笠優子オンステージ

【日時】　５月２３日（日） 

　①午前１１時～　②午後６時～

【場所】　大ホール

【入場料】　3,000円（前売り）

【問い合わせ】　藤芸能社

　緯 0228（33）2823

◆高校生絵画展ＩＮ登米市2010

【日時】　５月２７日（木） ～５月３０日（日）

　午前９時～午後６時

　（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】　教育委員会

　緯 0220（34）2698

　みやぎ県民大学
　「やさしい中国語会話」

　新規学卒者向け
　就職支援情報

　宮城県、県教育委員会および関係

機関では、平成22年3月卒業者向け

のさまざまな就職支援策を実施して

います。各事業の内容は、ホーム

ページをご覧ください。また詳細に

ついては、各問い合わせ先にご確認

ください。

１．緊急雇用　

　働きながらスキルアップ、正規雇

用を目指します。 

葛トライアル２２ 

【内容】　県立高校で事務や実習の補

　助として働きながら就職活動を行

　います。 

【対象】　高卒者 　 

【問い合わせ】　

　宮城県高校教育課

　緯 022（211）3625 

葛新卒者体験雇用事業 

【内容】　1カ月間の体験的な雇用を

　通じて、希望職種の選択肢を広げ、

　その職種や職場の理解を深めると

　ともに、その後の正規雇用を目指

　します。 

【対象】　高卒者・大卒者など　 

【問い合わせ】　

　ハローワーク迫

　緯 0220（22）8609 

２．就業体験　

　期間中、生活費（技能習得支援金）

を助成します。 　 

葛新卒者就職応援プロジェクト 

【内容】　県内中小企業で就業体験　

　（いわゆるインターンシップ）を通

　じてスキルアップを目指す支援制

　度です。期間中、技能習得支援金

　を助成します。 

【対象】　高卒者・大卒者など 

【問い合わせ】　

　宮城県中小企業団体中央会　　

　緯 022（222）5560 

３．職業訓練　

　技能・技術を身につけ、可能性を

広げます。 　 

※訓練費は無料ですが、教材費がか

かる場合があります。 

葛離職者向け職業訓練 

【内容】　ＩＴ関連などさまざまな訓

　練コースを設定、スキルアップで

　就職を目指します。 

【対象】　新卒者を含む一般離職者　

【問い合わせ】

　宮城県産業人材対策課

　緯 022（211）2762

【携帯用URL】　　　　　　　　　　

　http://www.pref.miyagi.jp/m/

　notice/annai/annai00.htm

【パソコン用URL】

　http://www.pref.miyagi.jp/

　koyou/koyousu/shinsotsu.

　html

【日時】　６月１日～８月３日

　毎週火曜日（計１０回）

　午後５時３０分～７時３０分

【講師】　鎌田 武 さん（元県委託中国
たけし

　語翻訳家）

　※助手＝伊藤 愛  恵 さん（中国黒龍
まな え

　江省生まれ）

【場所】　宮城県佐沼高等学校

【内容】　中国語の基本的な日常会話

　の学習（あいさつ、買い物、旅行

　時の会話）

【定員】　３０人程度（高校生も可）

【交流会費】　1,000円

　（講座中の茶菓代、交流会費とし

　て開講式当日受け付けで納入願い

　ます）

【募集期間】　

　５月６日（木）～２５日（火）

　（土曜・日曜日を除く）

【申込方法】　

　郵送、電話、ファクシミリ

　※郵送、ファクシミリの場合は住

　所、氏名、年齢、電話番号を記入

　してください。

【その他】　初心者も大歓迎です。　

【申し込み・問い合わせ】

　佐沼高等学校定時制課程

　（担当＝丹野）

　〒987-0511

　登米市迫町佐沼字末広１

　緯 0220（22）2024

　※電話受け付けは（土曜・日曜日・

　祝日を除く）午後２時～８時

　胃 0220（22）2023

Ｍay.201019

　登米市観光物産協会
　からのお知らせ

　裁判所からのお知らせ

　５月の広報テーマは「憲法週間を

迎えて」および「裁判員制度スター

ト１年企画～裁判員裁判を経験して

～」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/

　迫町山野草愛好会
　春の山野草展示会開催

　５月の
　パソコン相談室

興パソコン教室　

①案内状を作成してみませんか。

【日時】　

　５月１１日（火）　午前１０時～正午

　５月１４日（金）　午後７時～９時

②パソコンの基本操作を学習してみ

ませんか。

【日時】

　５月１８日（火）　午前１０時～正午

　５月２１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】　５月２３日（日）　

　午前１０時～正午

【場所】　南方住民情報センター

【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　

～地デジいろは塾～

【問い合わせ】　地デジコールセンター　緯  0570（07）0101

№１１

【日時】　５月１１日（火）、１２日（水）

　午前９時～午後３時

【場所】　迫老人福祉センター（車庫内）

【主催】　迫町山野草愛好会

【後援】　市社会福祉協議会

【問い合わせ】　

　迫町山野草愛好会（事務局：武田）

　緯 0220（22）4088

　一関学院高校通信制課程
　22年度前期入学生募集

　平成２２年度通信制課程前期入学生

を募集します。自分のペースに合わ

せた学習で単位を修得し、高等学校

の卒業資格を取得しませんか。

【対象者】

　中学を卒業した人

　高校在学中で転校を希望する人

　高校を退学した人

【募集学科】

　 ▼一般コース＝自宅学習を基本と

　して、週末（土曜・日曜日）にス

　クーリング（面接指導）を行いま

　す。

▼在宅コース＝教科書授業ＣＤを

　使って、自宅で学習します。学期

　末に数日の集中スクーリングと単

　位認定試験を行います。

【出願期間】　

　随時受け付けしています。

【出願書類請求先・問い合わせ】

　一関学院高等学校　通信制課程

　〒021－0871

　岩手県一関市八幡町５番２４号

　緯 0191（23）4240

纂登米市産品を販売してみませんか。

　仙台市青葉区にある登米市のアン

テナショップ登米市物産直売所への

配送を６月からスタートします。

　市内で生産・加工された商品を販

売する参加者を募集しています。

　皆さんの思いを込めて生産した野

菜や加工品を販売しませんか。

纂おもてなし推進委員を募集します。

　登米市の観光や特産品の紹介をし

てくれる元気で明るい人、また市の

魅力を伝えるお手伝いをしてくれる

人を募集しています。

【申し込み・問い合わせ】

　（社）登米市観光物産協会

　緯 0220（52）4648

皐地デジチューナーを知ろう

　【価格について】・・・機能の差が価格の差！　

　　衛星放送やスカパーも受信できる物は高くなります。データ放送機能の

　　省略や、電子番組表画面の簡略化などで安くなっている製品もあり、最

　　も手軽な物は5,000円を下回っています。

　【大きさ・重さについて】・・・意外と小さい！

　　メーカーによって異なりますが、だいたい子供用の弁当箱くらいの大き

　　さで、とても軽量です。

　【接続方法について】・・・とっても簡単！

　　テレビとの接続は、従来のビデオとほぼ同様で難しくはありません。

　

　アナログ放送終了後も従来のテレビを利用する場合には、必ず地デジ

チューナーが必要です。また、自宅での地デジ受信の状況も手軽に確認でき、

画面がクリアになるという効果もあるので、購入の検討をしてみてはいかが

でしょうか。


