行政書士業務無料相談会
宮城県行政書士会仙北支部では、
行政書士業務無料相談会を開催しま
す。予約は不要です。
【日時】 １０月１６日（土）
午前９時３０分～午後３時
【場所】 迫公民館
【内容】 ①官公署に提出する書類作
成について②当事者同士で合意し
た内容を文書にするための相談ほか
【問い合わせ】 宮城県行政書士会仙
北支部長 吉田雅文
緯 0220（34）4706

「法務なんでも相談所」開設
登米大地祭りを開催
司法書士無料法律相談
【日時】 １０月１７日（日）
午前１０時～午後２時
【場所】 登米大地（新田中学校裏）
【内容】 登米大地授産品販売・模擬
店・バザー・餅つき・地域皆さん
の出し物（イベント）
【問い合わせ】
社会福祉法人 はらか ら 福 祉 会
登米大地
緯 0220（29）4155

石ノ森章太郎
ヒーロー作品募集中！
石ﾉ森章太郎ふるさと記念館友の
会では、１１月３日の「まんがの日」
ならびに「みやぎ教育月間」に合わ
せ、まんがの王様・石ﾉ
森章太郎さん
の作品に親しみ、理解を深めるとと
もに、子どもたちの感性や創造性を
養うため、石ﾉ森章太郎作品マンガ
キャラクターのヒーローをモデルと
した作品を募集します。
【募集期間】 １０月１日(
金)
～２４日（日）
【対象者】 幼児・小学生・中学生
※個人または団体（１団体５人以
内）
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登記、遺言、戸籍、国籍、供託、
人権擁護に関する内容について、法
務局職員、公証人および人権擁護委
「法の日」記念行事として、司法書
員が相談に応じます。
士無料法律相談所を開設します。
相談は無料で、予約は不要です。
登記、相続、債務整理、成年後見、
裁判手続きなどの相談に応じます。 【日時】 １０月１７日（日）
午前１０時～午後３時
【日時】 １０月９日（土）
午前１０時～午後３時
【場所】 仙台法務局登米支局会議室
（登米市登米町寺池桜小路７０番地２）
【場所】 迫公民館
【問い合わせ】 宮城県司法書士会
【問い合わせ】 仙台法務局庶務課
登米支部長 佐竹孝行
緯 022（292）3351
緯 0220（22）8059

事業主の皆さんへ
調停相談会のお知らせ
調停委員が無料で相談を行う「無
料調停相談会」を開催します。
相談は当日受け付け順に行います
ので、予約は不要です。
【日時】 １０月１７日（日）
午前９時３０分～午後３時
【場所】 中田農村環境改善センター
【内容】 家庭（夫婦間など）、遺産相
続、金銭貸借、土地境界、住宅（土
地）貸借、住宅建築、交通事故に
関する問題ほか
【問い合わせ】 登米調停協会

平成２
３年３月新規学校卒業者を
対象とする「就職面接会」への
参加企業募集のお願い
新規高等学校卒業者を対象とす
る採用選考がすでに開始されてい
ます。その上で「就職面接会」を
１０月２
１日（木）に大崎市古川総合
体育館で行います。
新規卒業者の採用計画がありま
したら、ぜひこの機会にご参加く
ださい。皆さんのご協力をお願い
します。
【問い合わせ】 ハローワーク迫
緯 0220（22）8609

「国の教育ローン」
日本政策金融公庫

【申込期限】 １０月１０日（日）必着
【申し込み・問い合わせ】
〒987－0611
登米市中田町浅水字小島１２４番地４
登米市ソフトボール協会
事務局長 及川忠吉
緯 0220（34）6551
緯 090（9039）6574（携帯）

登米祝祭劇場
１０月のイベント情報

◆Wi
n
do
fTo
me佐々木清義 写真展
～登米の風～
【日時】 １０月１日（金）～２
９日（金）
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（月曜
日が祝日の場合は、次の日が休館
日になります）。
【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
１０月１８日～２
４日は
◆第１
５回みやぎ県民文化祭
「行政相談週間」です
【日時】 １０月９日（土）、１０日（日）
午前１０時～
中小企業会計啓発・
【場所】 大ホール
殺一日合同行政相談所
普及セミナー
【入場料】 無料
【日時】 １０月１
９日（火）
午前１０時～午後３時
【問い合わせ】 登米市文化協会
緯 0220（34）2698
【日時】 １０月２０日（水）
【場所】 ＪＲ仙台駅２階イベント ス
◆第２１回エンジェルコンサート
午後１時３０分～３時３０分
ペース
１日（祝）
【場所】 ホテルサンシャイン佐沼
【参加機関】 東北管区行政評価局、 【日時】 １０月１
午後１時３０分～
仙台法務局などの国の行政機関、
【講師】 中小企業診断士・税理士
宮城県、仙台市、仙台弁護士会、
米田正美さん
【場所】 小ホール
行政相談委員など
【入場料】 無料
【対象者】 中小企業の経営者・財務
殺行政相談電話受付
担当者など
【問い合わせ】 及川智子
緯 0220（22）8580
【聴講料】 無料
【日時】 １０月２
３日（土）、２４日（日）
◆災害ボランティア講演会
午前９時～午後５時
【定員】 ５０人
【日時】 １０月１
５日（金）
【申込方法】 電話
【相談電話番号】
（行政苦情１１０番）
午後１時３０分～
緯 0570090110
【申込期限】 １０月１
５日（金）
※そのほか、行政相談委員による相 【場所】 小ホール
【申込先・問い合わせ】
談所の詳細については、下記に問い 【入場料】 無料
花登米法人会
合わせください。
緯 0220（22）6617
【問い合わせ】
登米市社会福祉協議会
【問い合わせ】
緯 0220（21）6310
東北管区行政評価局行政相談課
第５回市長杯争奪ソフト
◆えほん・おもちゃであそぼう！！
緯 022（262）7839
ボール大会参加者募集
ふれあいひろば
【日時】 １０月２
３日（土）午前１０時～
【場所】 小ホール
【日時】 １０月２４日（日）
裁判所からのお知らせ
【入場料】 １家族＝300円
午前８時３０分～
【問い合わせ】 すくすく保育研究所
【会場】 東和総合運動公園
（多目的）
10月の広報テーマは「法の日を迎
緯 0220（34）7440
豊里総合運動公園
えて～法への理解を深めていただく
◆第８回和太鼓フェスティバルｉｎ
【種別】 成年男子
ために～」です。詳しくは、最高裁
とめ
【参加資格】 市内クラブチーム、事
ウェブサイトをご覧ください。
【日時】 １０月２４日（日）午後１時～
業所チームおよび一般
【場所】 大ホール
【参加料】 １チーム＝5,
000円
【問い合わせ】
【入場料】 1,
500円
【申込方法】 市ソフトボール協会事
仙台地方裁判所事務局総務課
【問い合わせ】 会
務局（及川）まで電話で連絡願い
緯 022（222）611
５
緯 0220（58）3614
ます。その後、申込用紙に必要事
仙台家庭裁判所事務局総務課
項を記入し、参加料を添えて申し
緯 022（222）4165
込んでください。
【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
cour
t
s
.
go.
j
p/
「国の教育ローン」は高等学校、大
学などへの入学時・在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度で
す。学生１人につき３００万円以内を
固定金利（年2４
.5％９月１０日現在、
母子家庭は2.
05％９月１０日現在）で
利用でき、在学期間内は利息のみの
ご返済とすることができます。
詳しくは下記まで問い合わせくだ
さい。
【問い合わせ】
教育ローンコールセンター
緯 0570008656
（ナビダ イヤル）

▼

国税に関する相談は、
「電話相談
センター」でお答えしています。
産電話番号（佐沼税務署）
緯 0220（22）2501
音声案内に従って、
「１」番を選択
すると、
「電話相談センター」につな
がります。
税務署からの照会やお尋ねに対す
る問い合わせ、税金の納付について
の相談または職員にご用がある場合
は、
「２」番を選択してください。
なお、面接による相談を希望する
場合は、事前に相談日時を予約し、
関係書類を持参の上、税務署担当部
署においでください。
【問い合わせ】 佐沼税務署
緯 0220（22）2501

登米市登米町寺池桜小路１０
５番地
３（仙台地方裁判所登米支部内庶
務課）緯 0220（52）2011

▼

税務署からのお知らせ

【作品内容】 葛絵画の部
サイズ＝Ａ４判
色材料＝絵の具やクレヨンで描い
たもの
葛粘土・竹細工の部
サイズ＝（粘土）縦・横・高さ各
３０cm以内、台座付き
（竹細工）縦・横・高さ各２ｍ以内
【出品点数】 各部門１人
（１団体）
２点以内
【申込方法】 石ﾉ森章太郎記念館に
備え付けの「参加申込書」に必要
事項を記入し、作品を添えて直接
持参してください。
【展示期間】
１１月３日（祝）～１１月１４日（日）
【展示場所】石ﾉ
森章太郎生家
【申込先・問い合わせ】
石ﾉ森章太郎ふるさと記念館友の
会事務局
（石ﾉ
森章太郎ふるさと記
念館内）
緯 0220（35）1099
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