「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」
29 Aug.
20
１０

担 当
弁護士・開発健次
司法書士・柳渕勝一
弁護士・開発健次
司法書士・佐竹孝行

【日時】 ８月１
５日（日)
午前９時～正午
※１０月以降の相談日は、後日お知ら
せします。
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 ８月９日（月）
【相談場所】 迫にぎわいセンター
【申込方法】 消防署・各出張所にあ 【予約・問い合わせ】
る受講申込書に必要事項を記入し、
市消費生活相談室
直接提出または電話で申し込みく
緯 0220（34）2308
ださい。
産業経済部商工観光課
商業振興係
【問い合わせ】 消防署救急係
緯 0220（34）2734
緯 0220（22）2119
※８月の「市多重債務１１０番の日」
は、２日（月）
・９日（月）
・２
３日（月）
終戦記念日における
３０日（月）の午前９時から午後８
一斉黙祷の実施について
時までです。こちらもご利用くだ
さい。
市では、戦争という悲惨な歴史を
風化させることなく、戦争を知らな
髙倉勝子美術館
い世代に平和の大切さを継承してい
「緑扇会展」を開催
く目的で、終戦記念日（８月１
５日）
の正午に一斉黙祷を実施します。
【日時】 ８月１
５日（日） 正午
髙倉勝子さん主宰の日本画教室
【実施方法】 正午の防災無線のサイ 「緑扇会」の作品を展示しています。
にかわ
日本古来の和紙に岩絵具を膠で接
レン吹鳴を合図に、１分間の黙祷
を捧げる
着し、描いていく作品です。
日本画の繊細で美しい画風を堪能
【問い合わせ】 福祉事務所
してみませんか。
長寿介護課 長寿社会係
緯 0220（58）5551
【日時】
７月１７日（土）～８月１７日（火）
午前９時～午後４時３０分
多重債務者無料法律相談 【場所】 髙倉勝子美術館 多目的室
を開設します
（アートパル）
【観覧料（常設展含む）】
大人＝200円、高校生＝150円、
市では、債務の返済などの相談に
小・中学生＝100円
応じるため、弁護士や司法書士と協
※20人から団体割引で２割引き。
力し、次のとおり月２回無料法律相
※小学生未満および身体障害者
談日を設けます。
（介添人１人同行可）は無料。
相談は無料ですが、事前に予約が
必要です。秘密は厳守されますので、 【問い合わせ】 髙倉勝子美術館
気軽にご相談ください。
緯 0220（52）2755

るるぱパソコン講習会
受講生募集
南方住民情報センター（るるぱ）
では、市民のＩＴ（情報技術）向上
を目的としてパソコン講習会を開催
します。
パソコン入門講習（初心者向け）
【日時】 ８月２４日（火）～２６日（木）
午後７時～９時
【内容】 パソコンを使うための基礎
知識、電源の入れ方や切り方、マ
ウス操作、文字入力などを中心に
初心者向けの勉強をします。
【受講資格】 パソコンを使ったこと
がない人や使ったことはあるが操
作方法を忘れてしまった人など
【対象者】 市内に在住または勤務し
ている人（同一講習の経験がない
人を優先）
【場所】 南方住民情報センター
「るるぱ」
（市役所南方庁舎２階）
シアターホール
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代）
【受け付け】 ８月１
１日（水）
※受付開始は午前１０時～
【申し込み・問い合わせ】
南方住民情報センター
「るるぱ」
緯 0220（58）5557
開館日＝火曜～日曜日・祝日
午前９時～午後５時
休館日＝月曜日（月曜日が休日
の場合は、火曜日）
▼
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▼

①申込者本人、または同居予定者
８月の
が平成２２年４月１日現在で６０歳以
夜間相談窓口開設日
上の人。
②市内に定住を希望し、住宅を必
【日時】 ８月２６日（木）
要としている人。
午後８時まで
③市税を滞納していない人。
【場所】 市役所迫庁舎１階
④暴力団員でないこと。
総務部税務課 徴収対策係
⑤年収（賞与および利子所得など
で継続的な収入を含む）の１２分の 【問い合わせ】
総務部税務課 徴収対策係
１の額が、家賃の３倍以上である
緯 0220（22）2169
こと。
【提出書類】
①定住促進住宅入居申込書
（各総
定住促進住宅
合支所地域生活課、
または市ホー
市民プール感謝祭を開催
高齢者入居募集
ムページに掲載）
②収入がある人全員分の所得を証
市内定住促進住宅５団地の1階各
【開催日】 ８月２２日（日）
する書類 （市町村の発行する所
午前１０時～午後５時
戸に、高齢者向けに浴室とト イレに
得証明書、
または源泉徴収票
（写）、
手すりを設置しました。
雇用主の発行する雇用証明書のい 【プール利用料】 無料
【イベント】※①は小学生のみ参加できます。
皐各住宅の住所および募集部屋数
ずれか直近のもの１通）
内容
時間
定員 参加料
迫定住促進住宅
③世帯全員の住民票の写し
①ミニゲ ーム大会 12：00～12：30 30人 100円
(
迫町佐沼字中江一丁目１
３番地４)
④納税を明らかにする書類
（市町
②ス タジ オ体験会 10：30～11：30 15人 500円
募集戸数 ２ＤＫ １戸
村が発行する前年の納税証明書も
③水中エアロ体験会 13：30～15：00 30人 500円
家賃 24,
500円
しくは非課税証明書）
中田定住促進住宅
※そのほか必要に応じて上記以外 【申込方法】 電話
(
中田町石森字前田８８番地１)
の書類を提出してもらう場合があ 【申込期限】 ８月２０日（金）
【申し込み・問い合わせ】
募集戸数 ３ＤＫ ２戸
ります。
市民プール 緯 0220
（22）5492
【契約手続き】
２ＤＫ ２戸
①敷金＝家賃の３カ月分を納付
家賃 ３ＤＫ＝30,
500円
②契約書の作成
（契約期間は３年
２ＤＫ＝24,
500円
振り込め詐欺急増中！
となります。
また、契約書作成には、
豊里定住促進住宅
～被害に遭わないための対処方法～
連帯保証人１人が必要です。
(
豊里町小口前１８
５番地４)
【申込受付期間】
募集戸数 ３ＤＫ ４戸
①自分から先に家族の名前を呼ばず
８月１
７日（火）～１
０月２９日（金）
家賃 30,
500円
に、相手から先に名乗らせる。
午前８時３０分～午後５時
東和定住促進住宅
②相手に家族の名前・住所などを聞
下記に直接申し込みください。
(
東和町米谷字越路94番地1)
き、本人かどうか確かめる。
【審査および決定通知】
募集戸数 ３ＤＫ ７戸
③電話を切った後、本人・家族・関
申し込み順によって入居者を決定し、 係者と連絡を取り、事実を確認する。
家賃 30,
500円
④事実が確認できないときは振り込
入居予定者には通知を送付します。
石越定住促進住宅
まない。
【申し込み・問い合わせ】
(
石越町南郷字舘前176番地1)
★振り込め詐欺かなと思ったら、警
建設部建築住宅課 住宅管理係
募集戸数 ３ＤＫ ６戸
察にご相談ください。緊急の場合は
（市役所中田庁舎２階）
家賃 30,
500円
すぐに１１
０番してください。
【入居資格】
緯 0220（34）2316

８月は「道路ふれあい月間」
道路の役割や重要性を改めて認識
し、道路は広く・美し く・安全に利用
しましょう。
【問い合わせ】
建設部土木管理課 管理係
緯 0220（34）2365
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