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　登米祝祭劇場
　８月のイベント情報

◆子どもミュージカル劇団

「ドリーム☆キッズのたからもの」展

【日時】　８月１日（日）～３１日（火）

　午前１０時～午後５時

　（最終日は正午まで）

　※毎週月曜日は休館日です。

【場所】　レストラン蓮房

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111

◆トルティージャ１０周年

ラ・ギターラコンサート

【日時】　８月８日（日）　

　午後１時３０分～

【場所】　大ホール

【入場料】　1,000円

【問い合わせ】　トルティージャ

　緯 0220（29）6618

◆佐沼高校筝曲部

第１０回筝曲定期演奏会

【日時】　８月１５日（日）　午後３時～

【場所】　大ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　佐沼高校

　緯 0220（22）2022　

◆第８回祝祭お祭り広場

【日時】　８月２１日（土）　午後４時～

【場所】　小ホール

【入場料】　無料

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111

◆ベンチャーズジャパンツアー２０１０

【日時】　８月２２日（日）午後４時～

【場所】　大ホール

【入場料】　5,000円（全席指定）　

【問い合わせ】　登米祝祭劇場

　緯 0220（22）0111　　

　秋のふれあいトーク
　（旧在宅心身障害児者ピクニック）

　通信制高校に興味や関心がある人

は、ぜひご参加ください。

※通信制高校の説明会で、入学を決

める説明会ではありません。

【日程・時間】　

　８月７日（土）、２１日（土）

　両日ともに午後１時～２時 

【場所】　『スクールカフェ＆チャレ

　ンジショップ』（登米市迫町佐沼字

　西佐沼 72番地）

　※「迫にぎわいセンター」すぐ隣。

【説明会内容】

　①宮城県で学ぶ通信制高校につい

　て（通学コース含む）

　②通信制高校の選び方

　③教員と生徒の関わり方について

　④さまざまな事例の紹介

　※ガイダンス終了後は「個別相談

　（一件30分程度）」も行います。通

　信制高校の相談以外でもＯＫです。

　不登校や学校でのトラブル・悩み

　などでも結構です。一人で悩まず、

　ご相談ください。

【対象者】　中学生・高校生の保護者

　および本人、または保健室の先生。

【参加費】　無料

【その他】  ※下記すべて無料。

　◎当日個別相談者が多数の場合は、

　後日同じ場所での相談が可能です。

　◎返答に時間差はありますが、

　下記メールでの相談も受け付けし

　ています。

【問い合わせ】　

　北海道芸術高等学校　仙台キャン

　パス（高橋宛）

　緯 022（297）2710

　死 cocoro@e-high-school.com

　野外活動を通して、仲間づくりや

情報交換を行い、楽しい一日を過ご

しませんか。

【日時】　９月１２日（日）

　午前１０時～午後２時

【場所】　中田ふれあい中央公園

　（市役所中田庁舎前）

【内容】　ゲーム、カラオケ、金魚す

　くいほか

【対象者】　心身（身体・知的・精神）

　に障害のある人とその家族。

　※１８歳未満の場合は、できるだけ

　保護者同伴でお願いします。

【参加費】　１人＝３００円　

【その他】　①当日は現地集合、解散

　となりますが、交通手段のない人

　は送迎しますので、申込時にご相

　談ください。

　②昼食は社会福祉協議会で用意し

　ます。

【申込方法】　電話

【申込期限】　８月３１日（火）

【申し込み・問い合わせ】

　市社会福祉協議会　

　地域福祉課

　緯 0220（21）6310

　佐沼大通り商店街で
　通信制高校説明会を開催

　２２年度１０月入学生を募集します。

　放送大学（文部科学省・総務省所

管）は、テレビ・ラジオやインター

ネットを利用して授業を行う通信制

の大学です。働きながら、大学卒業

を目指す人や生涯学習に興味がある

人など、さまざまな目的で幅広い世

代の人が学んでいます。

【募集学生の種類】

◆教養学部　

　①全科履修生（４年間以上在学し、

　学士の学位の取得を目指す）

　②選科履修生（１年間在学し、希

　望する科目を履修）　

　③科目履修生（６カ月間在学し、

　希望する科目を履修）

◆大学院

　④修士選科生（１年間在学し、希

　望する科目を履修）

　⑤修士科目生（６カ月間在学し、

　希望する科目を履修）

【応募資格】　①、④、⑤は満１８歳以

　上、②、③は満１５歳以上

【募集期間】　～８月３１日（火）必着

　※インターネットでも出願可能。

【資料請求（無料）・問い合わせ】

　放送大学宮城学習センター

　緯 022（224）0651

　※放送大学ホームページからも資

　料の請求ができます。

【URL】　http://www.ouj.ac.jp

　放送大学
　10月入学生募集

　外国人労働者の適正な雇用・

労働条件の確保のために「外国

人雇用状況の届出」を提出して

ください。また在留資格の確認

などにより「不法就労の防止」

にご協力をお願いします。

【問い合わせ】　ハローワーク迫

　緯 0220（22）8609

外国人雇用は

ルールを守って適正に！
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　宮城県警察本部からの
　お知らせ

　難病患者と県民による
　医療講演・研修会

　あしながレインボーハウス
　「小中学生遺児のつどい」

　シンポジウムの
　開催についてのお知らせ

　介護老人保健施設なかだ
　第１１回夏祭り開催

　ＰＴＡ主催
　公開講演会を開催します

　オウム真理教犯罪被害者等給付金

は、オウム真理教による地下鉄サリ

ン事件などにより亡くなった人のご

遺族、障害が残った人および傷害を

負った人に対して支給されます。

　また、障害が残った人や傷害を

負った人がすでに亡くなった場合は、

その遺族に支給されます。

　給付金の申請期限が１２月１７日（金）

までとなっていますので、早めに申

請してください。

【問い合わせ】　宮城県警察本部

　犯罪被害者支援室

　緯 022（221）7171

　ありますので、詳細については問

　い合わせください。

【展示期間】

　１２月１６日（木）～１９日（日）

　午前１０時～午後４時３０分

　（最終日は午後３時まで）

【展示会場】

　宮城県美術館　県民ギャラリー

【入場料】　無料

【問い合わせ】　県社会福祉協議会

　いきがい健康課

　緯 022（223）1171

　「難病患者と県民による医療講演・

研修会～ 膠 
こう

 原 病を理解する～」を
げん

テーマに医療講演と研修会が開催さ

れます。ぜひ、皆さんご来場くださ

い。

【日時】　８月２２日(日）

　午後１時～４時

【場所】　迫公民館　２階大会議室

【講師】　医師　佐々木毅さん　

　(ＮＴＴ東日本東北病院院長）

【定員】　６０人（先着順）

　※定員になり次第締め切ります。

【参加費】　無料

【申込方法】　電話・ファクシミリ

【申し込み・問い合わせ】

　宮城県難病相談支援センター

　緯 022（212）3351

　胃 022（211）1781

【申し込み・問い合わせ】

　あしながレインボーハウス

　緯 042（594）2418

　胃 042（594）7088

　死 rainbou@ashinaga.org

【日程】　１０月９日（土）～１０日（日）

　１泊２日

【場所】　国立花山青少年自然の家

　（栗原市）

【対象】　親を亡くした小中学生

【募集人数】　３０人

【参加費】　無料

　※ただし交通費は、自宅から集合

　場所までの費用の６割を主催者側

　が負担します。

【申込方法】　電話・ファクシミリ・

　電子メール

【申込期限】　９月１５日（水）

　家族・友達お誘い合わせの上、お

いでください。

【日時】　８月７日（土）

　午後６時～８時

【場所】　介護老人保健施設なかだ

　駐車場

【内容】　舞踊・お楽しみ抽選会・出

　店・打ち上げ花火など

【問い合わせ】　医療法人　仁泉会

　介護老人保健施設なかだ

　緯 0220（35）2655

　「ハンセン病に関する夏休み親と

子のシンポジウム」を開催します。

ハンセン病を正しく理解してもらえ

るよう、多くの皆さんのご来場をお

待ちしています。

【日時】　８月２１日（土）

　午後１時～４時３０分

【場所】　太白区文化センター・ 楽 
ら

 楽 
ら

　 楽 ホール（仙台市太白区長町５丁
ら

　目３－２）

【定員】　５００人（先着順）

【入場料】　無料

【内容】　①シンポジウム：国立ハン

　セン病療養所の入所者による基調

　講演および中学生・高校生などを

　パネリストとするパネルディス

　カッション

　②ファミリーコンサート

　③ビデオ上映

【申し込み・問い合わせ】

　仙台法務局登米支局

　緯 0220（52）2070

　迫支援学校では、「ＰＴＡ公開講

演会」を開催します。ご近所お誘い

合わせの上、ご来校ください。

【日時】　８月２２日（日）

　午前１０時～１１時３０分

　（午前９時３０分受付開始）

【場所】　県立迫支援学校　体育館

　（登米市迫町北方字大洞５９番地１０）

【テーマ】　「発達障害を取り巻くス

　トレスとストレスマネジメント～

　保護者の気持ちを中心に考える～」

【申込方法】　電話・ファクシミリ

【申込期限】　８月１２日（木）

【申し込み・問い合わせ】

　県立迫支援学校　担当：佐藤

　緯 0220（22）9484

　胃 0220（22）7628

　第18回宮城シニア美術展
　作品募集のお知らせ

【募集対象】　日本画・洋画・書・写真・

　工芸の５部門

【テーマ】　自由

【応募資格】　県内在住の６０歳以上の

　アマチュアの人

【出展料】　500円

【申込期限】　１０月２０日（水）

【申し込み】　部門ごとに応募規定が


