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稲アート作成参加者募集
登米市環境キャラクター「トメル
君・オトメちゃん」の稲アートを作
成（田植え）します。
市では、稲アート作成に協力して
くれる人を募集します。
【日時】 ５月２
３日（日）
午前９時３０分～
※「牛トピアみなみかた」に午前
９時３０分まで集合してください。
※参加者全員に昼食を準備します。
【場所】 南方町新須崎前の水田
【持ち物】 長靴、汚れてもいい服装
【申込方法】 電話
【申込期限】 ５月１７日（月）まで
【申し込み・問い合わせ】
産業経済部農村戦略推進室
緯 0220（34）2491
みなみかた町振興公社
（牛トピアみなみかた）
緯 0220（58）4111

トメル君

オトメちゃん

出掛ける前に確認を！
(
1)
ゆとりある運行計画を
・時間的な余裕を持っていますか。
・体調は万全ですか。
(
2)
車の点検は確実に
・燃料、冷却水、オイルは十分です
か。
・タイヤの空気圧は十分ですか、ま
た傷はないですか。
(
3)
万が一故障した場合の準備を
・三角表示板や発炎筒を積載してい
ますか。
・スペアタイヤは大丈夫ですか。
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５月の
夜間相談窓口開設日

市民参加の新たな森林づくり
市民参加の新たな森林づく
り

納税に関する相談に応じます。
【日時】 ５月２７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

適正に整備された森林は、二酸化炭素を吸収して地球温暖化防止の役割
を果たすなど人間や地球環境にとって大切な資源です。
登米市と宮城県では、人と自然の交流、多様で健全な森林づくりに取り
組んでおり、今回は「みやぎバットの森植樹祭」との共催で、アオダモな
どの広葉樹の植林体験に参加できる人を募集します。

５月の
多重債務110番の日
市の消費生活相談員が、借金・多
重債務の相談に応じ、弁護士などと
連携しながら、多重債務の解決を支
援します。相談は無料です。秘密は
厳守します。
【日時】 ６日（木）、１０日（月）、
１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）
午前９時～午後８時
１６日（日）午前９時～午後５時
【相談窓口電話番号】
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
▼

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。
特定公共賃貸住宅
◆豊里新町特定公共賃貸住宅
（豊里町新町５番地１）
募集戸数 １戸(
３LDK）
家賃月額 ４６０
,00円～５５０
,00円
駐車場 なし
◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅
（津山町柳津字本町６
７番地）
募集戸数 １戸(
１LDK）
市営住宅入居者募集
家賃月額 ３００
,00円～４
７０
,00円
駐車場 あり
【入居資格】
市営住宅
①所得基準が15.
8万円以上48.
7万
◆登米金沢山南第一住宅６号
円以下であること。
（登米町寺池金沢山60番地１）
※所得基準の算出は、入居予定者
募集戸数 １戸(
３DK）
の合計所得から世帯主以外の入居
家賃月額 10,
200円～15,
300円
予定者一人につき３８万円を控除し、
駐車場 なし
１２カ月で割った金額。
【募集対象者】
②自ら居住するために住宅を必要
現に住宅に困っている世帯
とする人。
【入居資格】
③同居する親族がいること（婚姻
①入居収入基準が15.
8万円以下で
予定も可）。
あること（小学校就学前の子ども
④入居者全員に市税の滞納がない
のいる世帯、身体障害者、６
０歳以
こと。
上の人は２
１.
4万円以下）。
⑤申込者または同居予定者が暴力
※収入基準の算出は、入居予定者
団員でないこと。
の合計所得から世帯主以外の入居
・共通事項
予定者一人につき３８万円を控除し、 【申し込み】 各総合支所地域生活課
１２カ月で割った金額。
産業建設係
②同居する親族がいること（婚姻
※各住宅に重複して申し込みする
予定も可）。
ことはできません。
※原則として単身での入居はでき 【申込期限】
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
５月１７日（月）期限厳守
特例として平成１８年４月１日現在 【問い合わせ】
で５０歳以上の人も可）
、身体障害者
建設部建築住宅課 住宅管理係
（１～４級）
・精神・知的障害者の人
緯 0220（34）2316
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。

防火管理新規講習開催
消防本部では、防火管理新規講習
（甲種）を開催します。
この講習は、防火管理者を定めな
ければならない防火対象物に対し、
消防法施行令第3条に基づき、防火

～みどりの森を次の世代へ～

【日時】 ５月２２日（土）午前10時～正午（小雨決行）
【場所】 津山町横山大萱沢地内（植林）
【集合場所】 津山町「もくもくハウス」
【集合時間】 午前９時３０分
【参加料】 無料
【持参するもの】 軍手・長靴 【募集人数】 ５０人（先着順）
【申込期限】 ５月１２日（水）まで
※募集人数を超えた場合は、申し込みを締め切ります。
【申込方法】 電話、ファクシミリ
ファクシミリの場合は、参加者の住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、
バットの森植樹祭参加希望と明記してください。
【申し込み・問い合わせ】 産業経済部農林政策課 林業振興係
緯 0220（34）2716 胃 0220（34）2801
管理上必要な業務を適切に遂行でき
る知識、技能を習得させることを目
的に実施するものです。
【日時】 ５月２６日（水）、２７日（木）
の２日間
午前９時～午後４時３０分
【定員】 ８
０人
【場所】 消防防災センター３階
大会議室（迫町森字平柳２
５番地）
【申込期間】 ５月６日
（木）
～１
８日
（火）
【申込方法】 消防署、各出張所に備
え付けの申込用紙に必要事項を記
入し、写真１枚（縦３唖×横2,
5唖）
を添付して提出してください。
【その他】 ①２日間の講習の全課程
を修了した人に修了証を交付しま
す。②受講料は無料。ただしテキ
スト代は実費になります。
【問い合わせ】 消防本部予防課
緯 0220（22）1900

高校生絵画展
ＩＮ登米市2010
高校生の持つ自由な発想力で描か
れた絵画を募集します。
あなたが伝えたいこと、感じてい
ることを思いのまま表現してみませ
んか？
【応募期間】
５月１２日（水）～１８日（火）
【応募方法】 教育委員会生涯学習課
までファクシミリなどで学校ごと
にまとめて申し込んでください。
【応募資格】 県内の高校生
【問い合わせ】
教育委員会生涯学習課
文化振興・文化財保護係
緯 0220（34）2698
胃 0220（34）2504
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