るるぱパソコン講習会
受講生募集
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４月27日までの３歳児健診（３歳６カ月～７カ月児）
でむし歯がなかった子は、
市内２地区で17人中９人でした
※（ ）内には申し出があった保護者の名前を掲載しています。

登米市ＰＲデ ー
登米市ＰＲデー
の開催について
の開催につい
て

パソコン入門講習（初心者向け）
【日時】 ７月１
３日（火）～１
５日（木）
午後７時～９時
平成２２年度農産物等広告宣伝対策事業として２０
１０年楽天球団オフィシャル
年楽天球団オフィシャル
【内容】 パソコンを使うときの基礎
スポンサーへの参加企画により、登米市農産物広告宣伝看板（看板サイズ縦
スポンサーへの参加企画により、登米市農産物広告宣伝看板（看板サイズ
縦
知識を中心に勉強します。
３６
.ｍ×横５８
.ｍ）をクリネックススタジアム宮城球場内のレフトポール付近上
をクリネックススタジアム宮城球場内のレフトポール付近上
【受講資格】 パソコンを使ったこと
段にＪＡみやぎ登米の協賛をいただき、登米市とＪＡみやぎ登米の連名で平
段にＪＡみやぎ登米の協賛をいただき、登米市とＪＡみやぎ登米の連名で
平
がない人や使ったことはあるが操
成２
３年３月まで掲示しています。
作方法を忘れてしまった人など。
【登米市ＰＲデー】
文書作成（ワード）初級講習
日程：７月１
３日（火）ソフト バンク戦
バンク戦
【日時】 ７月２
１日（水）～２
３日（金）
７月
１
６
日（金）日本ハム
日（金）日本ハム戦
戦
午後７時～９時
※雨天変更あ
※雨天変更あり
り
【内容】 文書作成ソフト（ワード ）
会場：クリネックススタジアム宮城球場 入場口付近
入場口付近
の基本用語、基本操作、季節のは
※一部球場内でイベント を行います。
がき作成などを中心に初級操作を
内容：登米市農産物などの販売
内容：登米市農産物などの販売（牛串、おにぎり、おこわなど）
、
勉強します。
のぼり旗の掲
のぼり旗の掲示
示
【受講資格】 入門講習を受講した人、
そのほか
そのほか、
、始球式への参加や試合命名権などの権利が与えられ、試合開
始球式への参加や試合命名権などの権利が与えられ、試合開始
始
または同程度の知識がある人
前、これらがバックスクリーン脇のオーロラビジョンで紹介されます。
前、これらがバックスクリーン脇のオーロラビジョンで紹介されます
。
表計算（エクセル）初級講習
市民皆さんの登米市ＰＲデーへの参加と楽天球団の応援をよろし くお願
くお願い
い
【日時】 ８月４日（水）～６日（金）
します。
します
。
【問い合わせ】
【問い合わせ
】 産業経済部農村戦略推進室 緯 0220（34）2491
午後７時～９時
【内容】 表計算ソフト（エクセル）
を使い、数値や数式による表計算
・関数等オート フ ィルを使 った
データコピー、基本的な罫線や簡
単な表やグラフの作成などを勉強
国民年金保険料の納付が困難な人へ
国民年金保険料の納付が困難な人
へ
します。
【受講資格】 入門講習を受講した人、
～７月は免除申請の時期です～
または同程度の知識がある人
経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申
、、共通事項
請手続きにより保険料の納付が免除される制度があります。
【対象者】 市内に在住または勤務し
７月以降の期間の免除申請については、平成２
１年の所得で審査されます。
ている人（同一講習経験のない人
これまで保険料の全部または一部が免除になっていた人も、承認期間が６
が優先）
月で終了しますので、７月以降の免除を希望する場合は、改めて申請の手続
【場所】 南方住民情報センター
きをしてください。
「るるぱ」
（市役所南方庁舎内）
以前、申請したときに却下になった人でも、７月以降は審査対象となる所
シアターホール
得の年が変わるので、承認を受けられることがあります。また、３０歳未満の
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代） 人は、世帯主に所得があることから免除にならない場合でも「若年者納付猶
予制度」に該当することがありますのであわせて申請してください。
【電話申込受付日】 ７月８日
（木）
【全額免除制度】
※受付開始は午前１０時～
保険料の全額（15,
100円）が免除されます。また、全額免除された期間は、
※定員になり次第、受付終了
保険料を全額納付したときに比べ、年金額が２分の１（２１年３月分までは
【申し込み・問い合わせ】
１/
３）として計算されます。 ※保険料は平成２２年度の額です。
南方住民情報センター
「るるぱ」
【一部納付（一部免除）制度】
緯 0220（58）5557
一部納付は３種類です。それぞれの納付額は次のとおりです。
▼開館日＝火曜～日曜日・祝日の
・４分の１納付（3
.
780円）→年金額は５/
８（２
１年３月分までは１/
２）
午前９時～午後５時まで
・半額納付（7.
550円）→年金額は６/
８（２
１年３月分までは２/
３）
▼休館日＝月曜日（月曜日が休日
・４分の３納付（11.
330円）→年金額は７/
８（２
１年３月分までは５/
６）
の場合は、火曜日）
【問い合わせ】
市民生活部国保年金課 緯 0220（58）2166
古川年金事務所 緯 0229（23）1203

国民年金だよ
国民年金だより
り

乳幼児予防接種費用の助成について
乳幼児期は病気に対する免疫力が十分ではないため、
さまざまな感染症にかかります。予防接種は感染症に
かかって重症化するのを防ぐ助けになります。
市では子育て支援対策の一つとして、任意予防接種
である「おたふくかぜ」
「水痘」
「小児肺炎球菌」
「Hｉ
ｂ（ヒブ）」の4種類の予防接種費用の一部の助成を７
月１日から実施します。接種を希望する人は、母子健
康手帳・乳幼児医療費助成受給者証を持参の上、かか
りつけの病院で接種してください。
【助成対象になる予防接種】
予防接種の種類

助成対象年齢

接種回数

おたふくかぜ

１～６歳

１回

水痘

１～６歳

１回

小児肺炎球菌

０～６歳

１～４回

Hｉb（ヒブ）

０～４歳

１～４回

※小児肺炎球菌ワクチンは、細菌性髄膜炎や敗血症、
肺炎、中耳炎の予防になります。
※Hｉb（ヒブ）ワクチンは、細菌性髄膜炎や敗血症、
肺炎、喉頭蓋炎の予防になります。
【問い合わせ】
市民生活部健康推進課 健康推進係
緯 0220（58）2116
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「登米アートトリエンナーレ」
ボランティアスタッフ募集！
秋に開催する国際的アート イベント「登米アートトリ
エンナーレ」のボランティアスタッフを募集しています。
第２回養成講座を開催しますので、アートに関心がある、
イベントを手伝ってみたいという人は、ぜひ気軽に申し
込みください。
【開催日時】 ７月１４日（水）午後７時～８時３０分
【場所】 中田生涯学習センター 【参加費】 無料
【応募締切】 ７月１２日（月）まで
【申込方法】 事務局まで電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】 登米アートトリエンナーレ
実行委員会事務局（中田生涯学習センター内）
緯 0220（34）8083

『登米アートトリエンナーレ２０１０』
（会期：９月１日～１
０月３１日）
作家が制作する作品は、幾何学と言われるものです。こ
れは、丸・三角・四角・直線などで構成されていて、実は
とても身近なもので、私たち日本人の生活にも昔から浸透
しているものです。
皆さんは、現代アート が分かりにくいと思っていません
か？ぜひ一度サト ル・サト ウ・アート ・ミュージアムに足
を運んでみてはいかがでしょう。
「アート 」を身近に感じる
ことができるかも知れません。
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