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市営住宅入居者募集

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。
【申し込み】 各総合支所地域生活課
産業建設係
※各住宅に重複して申し込みする
ことはできません。
【申込期限】
１０月１
５日（金）期限厳守
【問い合わせ】
建設部建築住宅課 住宅管理係
緯 0220（34）2316

市営住宅
◆登米金沢山南第二住宅７号
（登米町寺池金沢山４６番地）
募集戸数 １戸（３ＤＫ）
１０月の
家賃月額 9,
300円～13,
900円
多重債務110番の日
駐車場 なし
◆石越駅前住宅１４号
市の消費生活相談員が借金・多重
（石越町南郷字小谷地前１
５７番地２）
債務の相談に応じ、弁護士などと連
募集戸数 １戸 (
３Ｋ）
携しながら、多重債務の解消・債務
家賃月額 5,
500円～8,
200円
整理後の生活再建を支援します。
駐車場 なし
秘密は厳守します。ひとりで悩ま
【募集対象者】
ずに相談してください。
現に住宅に困っている世帯
【日時】 葛４日（月）、１２日（火）、
【入居資格】
１８日（月）、 ２
５日（月）
①入居収入基準が15.
8万円以下で
午前９時～午後８時
あること（小学校就学前の子ども
葛１７日（日）午前９時～午後５時
のいる世帯、身体障害者、６
０歳以
【相談料】 無料
上の人は２
１.
4万円以下）。
※収入基準の算出は、入居予定者 【相談電話番号】
緯 0220（34）2308 ※直通
の合計所得から世帯主以外の入居
予定者一人につき３８万円を控除し、 【場所】 中田庁舎２階
【問い合わせ】
１２カ月で割った金額。
産業経済部商工観光課
②同居する親族がいること（婚姻
商業振興係
予定も可）。
緯 0220（34）2734
※原則として単身での入居はでき
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
特例として平成１８年４月１日現在

夜間相談窓口開設日
納税に関する相談に応じます。
【日時】 １０月２８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

普通救命講習会
【日時】 １０月１７日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 １０月１２日（火）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し、
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

同窓会名簿を悪用したと思われる
「オレオレ詐欺」にご注意ください
最近、市内でも高校などの同窓会
名簿を悪用したと思われる「オレオ
レ詐欺」の不審電話が多く発生して
います。
（特に佐沼高等学校の卒業
生 の名 を語 るケー スが多い よ うで
す。
）このような電話があった場合は、
家族本人と連絡を取って事実を確認
するなど、すぐにお金を振り込まず、
事実が確認できないときは、絶対に
振り込まないようにしましょう。
また、早めに管轄警察署に相談し
てください。
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障害者しごと相談のお知らせ

障害者家族セミナー
参加者募集

纂１０月の障害者しごと相談日
障害者に対する偏見を無くし、地 【日時】 １０月２６日（火）
午前 ①９時３０分～ ②１１時～
域理解を進めるために家族としての
午後 ①１時３０分～ ②３時～
役割を一緒に考えてみませんか。こ
の機会に、ぜひご参加ください。
【場所】 県東部保健福祉事務所 登米地域事務所
また、ご家族の相談にも応じます。 【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。
【日時】 １０月３０日（土）
午後１時１
５分～３時３０分
【相談機関】 障害者就業・生活支援センター「ゆい」
【場所】 市役所南方庁舎２階大会議室
障害者しごと相談では・・・
【対象者】 障害者と同居の家族
①仕事について福祉や医療、ハローワークなどの機関と連携をとり、
【内容】
さまざまな相談に応じます。
①家族の体験発表
②仕事を探している人には、就労に向けての準備や求職活動の方法な
②コーデ ィネーター、講話｢これ
どの手伝いをします。 ※求人のあっせんは行いません。
からに向けて｣
③仕事をしている人には、仕事を続けていくためのアドバイスなど、
臨床発達心理士 斎藤純子さん
センター職員がその人に合った支援を一緒に考え、手伝いをします。
（宮城県発達障害者支援センター
※上記相談日のほかにも随時、相談できます。
「えくぼ」専門相談員）
【随時相談の受け付け・相談先】
【申込期限】 １０月２７日（水）
障害者就業・生活支援センター「ゆい」
【申し込み・問い合わせ】
登米市迫町佐沼字中江一丁目１０番地４中江第１ビル１階（ヨークベニ
葛福祉事務所生活福祉課 障害福
マル裏） 緯 0220（21）1011
祉係
緯 0220（58）5552
【問い合わせ】
葛各総合支所市民福祉課 健康づ
葛福祉事務所生活福祉課 障害福祉係 緯 0220（58）5552
くり係
葛各総合支所市民福祉課 市民福祉係

歴史博物館
開館１０周年記念企画展

「 未 来 へ の 記 録 」～先人が残した登米市の文化財～

市内各分野の指定文化財を取り上げ、縄文時代から近現代までの資料を通し、地域が育んできた歴史
と文化を紹介します。皆さん、ぜひご来場ください。
ひ だ か み りゅうあ さ べ ほ うい んか ぐ ら

【展示期間】 １０月２日（土）～１１月２
３日（祝）
「日高見 流 浅部法印神楽」衣装と面
午前９時～午後４時３０分
葛市の文化財＝南方町青島貝塚
あき くさ まき え から びつ
※入館受け付けは午後４時まで
出土資料、秋草蒔やす
絵つな
唐櫃、登米
※休館日は毎週月曜日。
（月曜が祝日の場合は、
伊達家旧蔵太刀「安綱」
、登米市
その翌日が休館になります。
）
各地に関する江戸時代の絵図面
ほか
【主な展示資料】
葛国指定＝民俗文化財「米川の水かぶり」の装束
【問い合わせ】
歴史博物館
か んま ちほ うい んか ぐ ら
葛県指定＝民俗文化財「上町法印神楽」衣装と面、
緯 0220（21）5411
▲秋草蒔絵唐櫃
あき くさ まき え

から びつ
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