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特定公共賃貸住宅
入居者募集

「歯から始める健康講座」
受講生募集
歯みがきの心地よさや仲間との交
流を楽しみながらの体験など、歯と
口を通して健康づくりを学んでみま
せんか。皆さんの参加をお待ちして
います。
【開催計画】
開催日程

会

連携しながら、多重債務の解消・債
務整理を支援します。相談は無料で
す。電話での相談も受け付けていま
す。
【日時】 ７日（月）、１４日（月）、
２
１日（月）、 ２８日（月）
午前９時～午後８時
２０日（日）午前９時～午後５時
【相談電話番号】
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
▼

６月１
５日（火） 期限厳守
【問い合わせ】
建設部建築住宅課 住宅管理係
緯 0220（34）2316

場

◆南方高石特定公共賃貸住宅
１ ７月１
４日（水）
中田保健福祉会館
Ｃ－１号
２ ９月２日（木）
（南方町山成前８
５５番地１）
移動研修
募集戸数 １戸(
３LDK）
３１
０月５日（火）
（仙台市）
家賃月額 47０
,00円～57０
,00円
４ １１月１
６日（火） 中田保健福祉会館
駐車場 なし
【対象者】 市内在住の成人
【募集対象者】
【募集人員】 ３０人（先着順）
現に住宅に困っている世帯
【講座内容】 健康づくり講話・体験
【入居資格】
学習・移動研修会など
①所得基準が15.
8万円以上48.
7
【受講料】 無料
万円以下であること。
※所得基準の算出は、入居予定者 【申し込み方法】
電話またはファックシミリ
の合計所得から世帯主以外の入居
※申し込みした人には個別に通知
予定者１人につき３８万円を控除し、
します。
１２カ月で割った金額。
５日（金）
②自ら居住するために住宅を必要 【申し込み期限】 ６月２
【申し込み・問い合わせ】
とする人。
市民生活部健康推進課 地域保健係
③同居する親族がいること（婚姻
緯 0220（58）2116
予定も可）。
胃 0220（58）3345
④入居者全員に市税の滞納がない
こと。
⑤申込者または同居予定者が暴力
６月の
団員でないこと。
多重債務110番の日
【申し込み】
各総合支所地域生活課
市の消費生活相談員が、借金・多
産業建設係
重債務の相談に応じ、弁護士などと
【申込期限】

６月の
夜間相談窓口開設日
納税に関する相談に応じます。
【日時】 ６月２４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

犯罪に
巻き込まれないための

学校の登下校中に知らない大人
から声を掛けられたり、写真を撮
られたり、それだけでは犯罪にな
らないものがほとんどですが、誘
拐や強制わいせつなどの事件に発
展する恐れが
『イカのおすし』
あります。
①ついてイカない
地域みんな ②車にのらない
で、子どもを ③おお声を出す
犯罪から守り ④すぐ逃げる
ましょう。
⑤しらせる

「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
25 J
un.
2010

５つの約束

６月の障害者しごと相談
【相談日時】 ６月２２日（火）
午前 ①９時３０分～ ②１
１時～
午後 ①１時３０分～ ②３時～
【場所】 県東部保健福祉事務所
登米地域事務所
【申し込み】 予約制です。住所地の
総合支所市民福祉課市民福祉係に
申し込みください。
【問い合わせ】
福祉事務所生活福祉課 障害福祉係
緯 0220（58）5552
各総合支所市民福祉課 市民福祉係

の各青少年育成団体
※事前の申し込み、打ち合わせ、保
護者の監視が必要です。
【問い合わせ】
米山Ｂ＆Ｇ海洋センター
緯 0220（55）3771

水田経営農家の皆さんへ

を使用して、第１期初回の対象者へ
の積極的勧奨が、平成２２年４月から
再開されました。対象者には予診票
を配布していますので、体調の良い
ときに受けましょう。
ただし、第２期（９歳以上１
３歳未
満）の人や、見合わせ期間中に対象
年齢を過ぎてしまった人への新しい
ワクチンの接種は、まだ認められて
いません。
【第１期初回接種】
雑対象者：３歳の子ども
雑接種回数：２回
【問い合わせ】
市民生活部健康推進課 健康推進係
緯 0220（58）2116

雑忘れていませんか。戸別所得補償
モデル対策の加入申請。
戸別所得補償モデル対策の加入申
請書は、国からの交付金を受け取る
ために必要な書類です。提出されな
い場合は、国からの交付金が一切受
け取れなくなってしまいます。
米山B＆G海洋センター
まだ提出していない人は、国への
幼児・学童短期水泳教室
プールオープン
提出期限が６月３０日（水）になって
いますので、早めに農協の各営農経
済センターか、市役所各総合支所地 【実施期間】 産火曜日コース
【利用期間】
域生活課まで提出してください。
６月１
９日（土）～９月５日（日）
７月６日、１
３日、２
０日、２７日
午後４時～５時
【休館日】 ６月２
１日（月）、２８日（月） 雑転作の現地確認が始まります。
転作の現地確認が６月上旬から始
産金曜日コース
７月５日（月）、１２日（月）
まります。該当する人には現地確認
７月９日、１６日、２
３日、３０日
８月３０日（月）
用の立て札が配布されますので、確
午後４時～５時
【利用時間】
実に現地に掲げるようお願いします。
産土曜日コース（小学生のみ）
午前の部 午前９時～正午
７月３日、１０日、１７日、２４日
午後の部 午後１時～４時
【問い合わせ】
午後６時３０分～７時３０分
夜間の部 午後６時～９時
東北農政局消費・安全部地域第四課
※夜間の部は夏休み期間の７月１７
（登米市迫町佐沼字新大東１７４）
【定員】 ２
０人（先着順）
日（土）から８月２
１日（土）まで
緯 0220（22）6251
【対象】 ４歳～小学校６年生
の火曜、木曜、土曜日になります。
登米市水田農業推進協議会事務局 【参加費】 各4,
000円
緯 0220（34）2831
【使用料】
【応募締切日】 ６月３０日（水）
幼児＝50円、小・中学生＝100円、
【申込方法】 ※市民プール内の受け
高校生・一般＝200円
付けで、参加費を添えて直接申し
日本脳炎予防接種の
※市外の人は１．５倍になります。
込みください。
一部再開のお知らせ
※電話での申し込み受け付けはし
【イベント情報】 無料開放します。
ていません。
★プールオープン ６月１
９日
（土）
日本脳炎の定期予防接種は、平成 【申し込み・問い合わせ】
★海の日デー ７月１
９日（月）
１７年５月から接種が差し控えられて
★ファイナルプール感謝デー
市民プール
いましたが、新しい日本脳炎ワクチ
９月５日（日）
緯 0220（22）5492
ン（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）
★子ども会、スポーツ少年団など
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