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建設部建築住宅課 住宅管理係
緯 0220（34）2316

幼児・学童短期水泳教室
【実施期間】 産火曜日コース
８月３日、１７日、２４日、３１日
午後４時～５時
産金曜日コース
８月６日、２０日、２７日、９月３日
午後４時～５時
産土曜日コース（小学生のみ）
８月７日、２
１日、２８日、９月４日
午後６時３０分～７時３０分
【定員】 ２０人（先着順）
【対象】 ４歳～小学校６年生
【参加費】 各4,
000円
【応募締切日】 ７月３０日（金）
【申込方法】 ※市民プール内の受け
付けで、参加費を添えて直接申し
込みください。
※電話での申し込み受け付けはし
ていません。
【申し込み・問い合わせ】
市民プール
緯 0220（22）5492

【相談日時】 ７月２７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

（７月１８日から８月３１日まで展開します）
夏休みを利用し、家族旅行などで運
転する機会が増え、さらに暑さからく
る疲れや気の緩みなどから交通事故の
多発が心配されます。
次の点に注意し、交通事故に遭わな
いようにしましょう。
○交通ルールとマナーを守り安全運転
に心掛けましょう。
○時間と気持ちにゆとりのある運転を
心掛けましょう。
○全席のシート ベルト とチャ イルド
シート の正しい着用を心掛け ましょう。

産業経済部商工観光課
商業振興係
緯 0220（34）2734

７月の普通救命講習会
【日時】 ７月１８日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 ７月１２日（月）まで
【申込方法】 消防署・各出張所にあ
る受講申込書に必要事項を記入の
上、直接提出または電話で申し込
みください。
【問い合わせ】 消防署救急係
緯 0220（22）2119

まんがフォーラム開催の
お知らせ
石ノ森章太郎さんが住んでいた伝
説のアパート、トキワ荘時代からの
仲間である漫画家の皆さんを迎え、
「まんがフォーラム」を開催します。
【日時】 ７月１８日（日）
午後２時４
５分～３時３０分
【場所】 石森ふれあいセンター
【出演予定】 藤子不二雄Ａさんをは
じめ、デビューした当時から親交
の厚かった漫画家８人。
【入場料】 無料
【問い合わせ】
石ノ森章太郎ふるさと記念館
緯 0220（35）1099

夜間相談窓口開設日
平成２２年度
納税に関する相談に応じます。
【日時】 ７月２
９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

「夏の交通安全事故防止運動」
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障害者しごと相談

７月の
多重債務110番の日
【日時】 ５日（月）、１２日（月）、
２０日（火）、 ２６日（月）
午前９時～午後８時
１８日（日）午前９時～午後５時
【場所】 市役所中田庁舎２階
【相談料】 無料
【相談電話番号】
緯 0220（34）2308 ※直通
【問い合わせ】
▼

で５０歳以上の人も可）
、身体障害者
（１～４級）
・精神・知的障害者の人
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。
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
4
6
０
,
0
0
円～55０
,00円
市営住宅入居者募集
駐車場 なし
◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅
市営住宅
（津山町柳津字本町６
７番地）
◆豊里上屋浦住宅４－３号
募集戸数 １戸 (
１LDK）
（豊里町上屋浦２
１
３番地）
家賃月額 30０
,00円～47０
,00円
募集戸数 １戸（３ＤＫ）
駐車場 あり
家賃月額 12,
300円～18,
300円
【入居資格】
駐車場 なし
①所得基準が15.
8万円以上48.
7万
◆米山今泉住宅１－２５号
円以下であること。
（米山町字桜岡今泉３
９番地２）
※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 21,
800円～32,
500円
予定者一人につき３８万円を控除し、
駐車場 あり
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、
７月１
５日（木）期限厳守
特例として平成１８年４月１日現在 【問い合わせ】

「登米市マリンスポーツフェスティバル」
参加者を募集します
海洋性スポーツ・レクリエーションを通し、参加者の交流やマリン
スポーツの普及を目的として開催される「平成2
２年度登米市マリンス
ポーツフェスティバル」の参加者を募集します。
【日時】 ８月５日（木）午前９時３０分～午後４時（受付開始は午前９時）
【場所】 長沼ボート場
【内容】 カヌー、
ドラゴンボード、モーターボート、
ローボート、ヨット、水辺の安全教室、
水上サバイバルゲーム、
水上綱引き、
浮島渡り
【対象】 市内の小学校４～６年生の児童
【募集人員】 ８
０人（先着順）【参加料】 無料
【申込期限】 ７月２
１日（水）
【申込方法】 小学校を 通し て配布 され る参加申込書兼参加同意書
（市教育委員会ホームページからもダウンロード可）に必要事項を
記入の上、ファクシミリで申し込みください。なお、電話での申込
受付はしません。
【問い合わせ】 教育委員会 迫教育事務所
緯 0220（22）7324 胃 0220（22）7335
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