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
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
興無料相談室
応じます。
【日時】 ７月１
９日（祝）
午前１０時～正午
【日時】 ７月２７日（火）
午前９時３０分～１１時
【場所】 迫にぎわいセンター
【場所】 白鳥ゆめっこ保育園
（迫町） 【申込期限】 ５日前まで
【対象者】 １歳～就学前の児童
興出前コース
【内容】 プール遊び
あなたの自宅にパソコンを持参し
【申込方法】 電話
て相談に応じます。
※当日の３日前までに申し込みく 【料金】 １コース5０
,
００円（４時間）
ださい。
【申し込み・問い合わせ】
【申し込み・問い合わせ】
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・みやぎ
白鳥ゆめっこ保育園
緯 0220（２
１）5262
緯 0220（22）1108

白鳥スマイルキッズデー
参加者募集

２
７日（火）
午後１時３
０分

午後３時３
０分

午後３時３
０分

１階
クリニック室

３階
会議室

【相談料】 無料
【会場】 県東部保健福祉事務所登米
地域事務所
【注意事項】 必ず予約が必要です。
日程など変更する場合もあります
ので、予約の際に電話で確認して
ください。
【その他】 保健師による相談も随時
受け付けしています。
【予約先・問い合わせ】
県東部保健福祉事務所登米地域事
務所 母子・障害班
緯 0220（22）6118

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。
【７月の開設日】 ７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
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７月の
パソコン相談室

もくもく親子工作教室

【日時】 ７月１７日（土）、１８日（日）、
２４日（土）、２
５日（日）、３１日（土）、
興パソコン教室
８月１日（日）
①海水浴の案内を作ってみませんか。
午前１０時～午後３時
【日時】
【場所】 もくもくランド
７月１
３日（火） 午前１０時～正午
【参加料】 １ペア＝1,
000円
７月１６日（金） 午後７時～９時
※親子ペアで申し込みください。
②家計簿を作ってみませんか。
【申し込み・問い合わせ】
【日時】
もくもくハウス
７月２０日（火） 午前１０時～正午
緯 0225（69）2341
７月２
３日（金） 午後７時～９時

～地デジいろは塾～

№１
３

▼

２２日（木）
午後１時３
０分

～

場所

アルコール
家族教室

～

日時

精神保健
福祉相談

皐アナログ画面が縮小されます
現在放送されているテレビ番組のほとんどが画面の縦横の比率が１
６対９であるハ
イビジョンで制作されています。
ハイビジョンの画面を、画角が４対３であるアナログ放送の画面に全部入れた場
合には、その比率の違いから上下に黒い部分が出てしまいます。この画面を「レ
ターボックス」と呼びます。
来年の７月に迫ったアナログ放送の終了をまだ知らない人に、円滑に地上デジタ
ル放送に移行してもらうために、アナログ放送だけでのお知らせを増やしていく予
定です。その際には、放送内容にでき
る限り影響を与えないようにアナログ
放送を１
６対９の画面にして、その黒い
部分に字幕を表示することが、７月５
日からスタートします。
「レターボックス」化は、円滑に地デ
ジに移行してもらうための対策である
ことのご理解をお願いするとともに、
早めの地デジ移行もあわせてお願いし
ます。
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101

▼

プライバシーは守られますので、
安心してご相談ください。
【７月の相談日】

▼

県登米保健福祉事務所
（保健所）健康相談など

【日時】 ７月２４日（土）、２
５日（日）
登米祝祭劇場
午前８時３０分～午後４時３０分
７月のイベント情報
※２
５日は午前９時～開始
【募集条件】
・市内在住の健康で祭り好きな人。 ◆阿部理史「鉄道 小さな旅」写真展
女性医師が、思春期や更年期の身
・年齢、性別は問いません。
【日時】 ７月１日（木）～３０日（金）
体的・精神的不調、家庭や職場での
・当日にさらし・足袋を持参でき
午前１０時～午後５時
ストレスなどで悩んでいる女性の相
る人
（白いＴシャツ・スニーカー
（最終日は正午まで）
談に応じます。相談は無料で予約制
でも可）
※毎週月曜日は休館日です。
です。
・太鼓練習に参加できる人。
【相談日】 ７月24日（土）
【場所】 レストラン蓮房
※詳細は問い合わせください。
【場所】 大崎市（会場は予約時にお
【入場料】 無料
知らせします。）
【応募方法】 住所・氏名・年齢・電 【問い合わせ】 登米祝祭劇場
話番号を記入の上、ファクシミリ
緯 0220（22）0111
【予約・問い合わせ】
で応募してください。
◆第４
５回
県女医会女性の健康相談室
佐沼高校吹奏楽部定期演奏会
※受付時間：午前9時～午後5時
【募集定員】 １
５人（先着順）
（土曜・日曜・祝日を除く）
【募集期限】 ７月１６日（金）
【日時】 ７月３日（土）
緯 090（5840）1993
午後１時３０分～
【参加料】 無料
県健康推進課
【場所】 大ホール
【応募先・問い合わせ】
緯 022（211）2623
花とめ青年会議所事務局
【入場料】 無料
緯 0220（22）7113
【問い合わせ】 佐沼高校
（ファクシミリ兼用）
緯 0220（22）2022
７月は
緯 090（9032）6688
（担当：松永） ◆ブラジル兄弟ショー
「河川愛護月間」です
【日時】 ７月４日（日） 午後１時～
【場所】 大ホール
国土交通省では、地元の住民の皆
【入場料】 3,
000円
入国警備官採用試験
さんに、美しい川を安全・適正に利
【問い合わせ】 響ファミリー東北支社
用してもらい、より親しんでもらう
緯 0197（85）3189
ために、毎年７月を「河川愛護月間」 【受験資格】 昭和６
◆第１１回とめ・くりはらマンド リン
２年４月２日～
に定めています。
クラブ定期演奏会
平成５年４月１日生まれの人
ごみの不法投棄や重油などの流出 【受付期間】 郵送または持参の場合 【日時】 ７月１
１日
（日） 午後２時～
を発見したときには、最寄りの国土
７月２０日（火）～８月３日（火） 【場所】 大ホール
交通省の出張所へ連絡をお願いしま
インターネットの場合
【入場料】 500円
す。また、地域の皆さんや子ども会
７月２０日（火）～２７日（火）
【問い合わせ】 とめ・くりはらマン
で河川清掃などの美化活動を行う場 【試験日程】
ドリンクラブ
合にも連絡をお願いします。
緯 0228（45）2485
第１次試験＝９月２６日（日）
◆高校芸術鑑賞会
【問い合わせ】
【第１次合格発表】 １０月１
３日（水）
「寄席芸能鑑賞会～落語・紙切り～」
国土交通省
【問い合わせ】
北上川下流河川事務所
仙台入国管理局総務課
【日時】 ７月１４日（水）、１
５日（木）
緯 0225（94）9851
緯 022（256）6076
①午前１０時～ ②午後１時３０分～
【場所】 大ホール
国土交通省 北上川下流河川事
務所 米谷出張所
【入場料】 1,
500円
クルマの不正改造は
緯 0220（42）2154
※１４日②は、関係者のみの入場に
犯罪です！
なります。
国土交通省 北上川下流河川事
務所 飯野川出張所
【問い合わせ】
国土交通省では「不正改造車を排
緯 0225（62）3102
登米祝祭劇場
除する運動」を全国的に展開中です。
緯 0220（22）0111
ぜひ、この機会に不正改造の防止
◆平成２２年度親子映画会
佐沼夏祭り
についての理解を深めていただき、 【日時】 ７月３１日（土）
JCチビッコ山車参加者募集 その排除にご協力をお願いします。
①午前１０時～ ②午後１時３０分～
【不正改造に関する情報・相談・問 【場所】 大ホール
ＪＣ 山車、チビ ッ コＪＣ 山車に
【入場料】 無料
い合わせ】
乗って太鼓や笛でおはやしを演奏し、
国土交通省東北運輸局宮城運輸支 【問い合わせ】
佐沼夏祭りを盛り上げてくれる元気
登米市視聴覚センター
局 検査・整備・保安部門
な人を募集します。
緯 0220（22）5219
緯 022（235）2513

女性医師による
女性の健康相談
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