大規模事業評価への
意見募集について
県では、県 民の 皆 さん の 視 点に
立った成果重視の行政運営を推進す
るため、大規模事業評価を行ってい
ます。
県の自己評価に対する皆さんのご
意見をお寄せください。
【対象事業】 登米地区統合校に係る
校舎等改築事業
【募集期限】 １１月２２日（月）
【意見提出方法】 郵送・電子メール
ファクシミリ
※氏名・住所・電話番号を記入の
上、県企画部政策課まで送ってく
ださい。
【資料閲覧】 登米合同庁舎内県政情
報コーナーまたは県ホームページ
（ht
t
p:
/
/
www.
pr
ef
.
mi
yagi
.
j
p/
s
ei
s
aku/
hyoka/
）をご覧ください。
【問い合わせ】 県企画部政策課
〒９８
０－８
５
７
０（住所不要）

緯 022（211）2406
胃 022（211）2493
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１１月９日（火） 午前１０時～正午
１１月１２日（金） 午後７時～９時
②健康管理のためのグラフを作成し
てみませんか。
【日時】
１１月１６日（火） 午前１０時～正午
１１月１
９日（金） 午後７時～９時
①②共通事項
【場所】 迫にぎわいセンター
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話
【申込期限】 受講日前日まで
興無料相談室
【日時】 １１月２
１日（日）
午前１０時～正午
【場所】 豊里公民館
【申込期限】 ５日前まで
【申し込み・問い合わせ】
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・みやぎ
緯 0220（２
１）5262

県有財産（土地）の
売払いのお知らせ

【問い合わせ】 瀬峰労働基準監督署
緯 0228（38）3131
迫公共職業安定所
緯 0220（22）8609

第４回市民ふれあいコンサート
～親と子のふれあい税金クイズ大会～
【日時】 １１月１４日（日）
午前１０時～
【場所】 ホテルサンシャイン佐沼
【内容】 第１部＝親と子のふれあい
税金クイズ大会
※クイズ大会に出場する市内小学
校３年生以上の児童と その家族
１００組を募集しています。出場を
希望する場合は、花登米法人会ま
でご連絡ください。
第２部＝チェロJ
az
z
コンサート
【コンサート出演者】
J
az
z
チェロリスト：吉川よしひろさん
【入場料】 無料（要入場整理券）
【入場者数】 ４
００人（先着順）
【申込期限】 １１月８日（月）まで
【問い合わせ】 花登米法人会
緯 0220（22）6617

▼

▼

【売払い方法】 一般競争入札
【入札物件】
所在＝登米市米山町中津山字筒場
埣３３８番地５ほか
林林館陶芸教室
暴力団問題等無料出張
地目＝宅地ほか
参加者募集
相談所開設のお知らせ
面積＝633.
99愛
【入札日】 １２月１７日（金）
弁護士や警察官などが、暴力団問
【入札場所】 県庁内会議室
えと人形を作ってみませんか。
題に関する困りごと相談に応じます。
【日時】 １１月２８日（日）、２
９日（月） 【申込期間】
相談無料、秘密厳守、予約不要です。
いずれも午前１０時～正午
１１月１日（月）～３０日（火）
※詳しくは県ホームページ（ht
t
p:
/
/ 安心してご相談ください。
【場所】 林林館（東和町）２階
みず き がま
www.
pr
ef
.
mi
yagi
.
j
p/
kanz
ai
/）を
【講師】 瑞樹窯 笠政彦さん
【日時】 １１月２
５日（木）
ご覧ください。
午後１時～４時
【材料費】 2,
000円～
【問い合わせ】
【募集人員】 各２０人
【場所】 大崎市役所東庁舎５階会議
宮城県総務部財産利用推進室
室（大崎市古川七日町１－１）
【申込方法】 電話
緯 022（211）2353
【申込期限】 開催日の３日前
【相談員】 暴力団対策専門の弁護士、
警察官、相談委員など
【申し込み・問い合わせ】
林林館（火・木曜日は休み）
【相談内容】 不当な金品要求、飲食
１１月は労働保険適用促進
緯 0220（45）1821
店などに対する用心棒料等要求・
強化期間です
正月用品の購入要求、債権取立、
森の茶屋
示談介入、ヤミ金融、架空請求な
緯 0220（45）1218
ど、組抜け、そのほか暴力団問題
労働者（アルバイトを含む）を１
などに関する困り事相談は何でも
人でも雇っている事業主は、労働保
１１月の
可能です。
険（労災保険・雇用保険）に加入す
パソコン相談室
る義務があります。
【問い合わせ】 財団法人宮城県暴力
まだ労働保険の加入手続きをして
団追放推進センター
いない事業主は、今すぐ、瀬峰労働
緯 022（215）5050
興パソコン教室
基準監督署または公共職業安定所
宮城県警察本部暴力団対策課
①年賀状を作成してみませんか。
（ハローワーク）にご相談ください。
緯 022（222）8930
【日時】
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「NPOの自立を応援するソーシャ
ルビジネス塾」受講団体募集
【日時】 第１回 １１月１０日（水）
午後６時～９時
※全５回で２回目以降の日程は、
開講日にお知らせします。
【場所】 迫公民館
【内容】 NPOに対して、ビジネス的
手法によって地域課題を解決する
ソーシ ャルビジ ネ スによる（コ
ミュニティビジネスを含む）起業
や経営改善の方法を、専門家によ
る個別相談も交えて学びます。
第１回＝実践事例 から 学ぶ ソー
シャルビジネス
第２回＝自団体の強みと可能性を
洗い出す
第３回＝ビジネスプラン作成のヒ
ント
第４回＝持続的事業へ向けた「商
品力」
「組織力」の高め方
第５回＝ビジネスプランのプレゼ
ンテーション
【講師】 第１回：三上亨さん
（青森コミュニテ ィビジネス研究
所所長）
第２～５回：波多野卓司さん（経
営コンサルティング波多野事務所
代表）
【参加費】 無料

【主催】 宮城県
【申し込み・問い合わせ】
特定非営利活動法人杜の伝言板ゆ
るる
緯 022（791）9323
胃 022（791）9327
死 npo@yur
ur
u.
com

創立20周年記念
ゆめ花祭を開催

宮城県立迫支援学校では、
「ゆめ
花祭」を開催します。ご近所お誘い
合わせの上、ぜひご来場ください。
【日時】 １
１月２０日（土）
午前９時４
５分～午後２時１
５分
「親子で星座観察」に
【場所】 県立迫支援学校
参加してみませんか
（登米市迫町北方字大洞５９番地１０）
【内容】 演技発表 や作品展示、バ
ザーや作業作品販売、プラネタリ
【日時】 １２月４日（土）～５日（日）
ウムなど
１泊２日
【問い合わせ】 宮城県立迫支援学校
【場所】 宮城県志津川自然の家
緯 0220（22）9484
【対象者】 小学生以上の児童・生徒
とその保護者
【定員】 ３０組（申込多数の場合は抽
登米祝祭劇場
選になります）
１１月のイベント情報
【内容】 星座講話・観察など
【費用】 １組＝5,
800円
【申込方法】 往復はがきに住所・氏
◆登米ミュージックフェスタ感謝展
名・年齢・性別・電話番号を記入 【日時】 １
１月２日（火）～３０日（火）
の上、志津川自然の家まで送って
午前１０時～午後５時
ください。
（最終日は正午まで）
※毎週月曜日は休館日です。
【申込期限】 １１月１１日（木）
※当日消印有効
【場所】 レストラン蓮房
【申し込み・問い合わせ】
【入場料】 無料
宮城県志津川自然の家
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
〒9860781
緯 0220（22）0111
南三陸町戸倉字坂本８８－１
◆えほん・おもちゃであそぼう！！
緯 0226（46）9044
ふれあいひろば
【日時】 １
１月６日（土） 午前１０時～
【場所】 小ホール
【入場料】 １家族＝３００円
～地デジ
塾～ №１7
【問い合わせ】
皐アナログ放送はもっと早く終わる？
すくすく保育研究所
デジタルへの完全移行日である２
０１
１年７月２４日にアナログ放送が終了します。
緯 0220（34）7440
もうご存じですね。この日以降はアナログ放送の電波が止まり、テレビの画面が
◆２０１０芸術祭 芸能発表の部
「砂の嵐」になります。
【日時】 １
１月７日（日）
多くの人は『７月２３日までに地デジ対応のテレビを準備すればいい。それまで
はアナログテレビでも大丈夫』と考えていると思いますが、実際には『停波する
午前９時３０分～
直前までアナログテレビで番組を普通に見られる』わけではありません。前日ま
【場所】 大ホール
で番組を見ていたテレビが翌日にスイッチをつけた時に「砂の嵐」になったので
【入場料】 1,
000円
は混乱が起こります。そのため２
０１１年７月２４日
【問い合わせ】
登米市迫文化協会
に向けて段階的な対応が行われていきます。
最終段階は７月１日に予定されています。こ
緯 0220（22）7324
の日を境にアナログ放送は「告知」だけになり
◆第５回登米市書人会展
ます。例えば、
「青い色に字幕がスーパーされ
【日時】
１
１月１
１日（木）～１４日（日）
ているだけの画面」とか「デジタル放送への対
午前９時～午後５時
応を説明する番組だけの放送」などが考えられ
ています。
（最終日は午後３時まで）
アナログ放送の終了は、少し早めの時期にな
【場所】 小ホール
ると考えて、地デジへの準備をしてください。
【入場料】 無料
不明な点は、下記までご連絡ください。
【問い合わせ】
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
登米市書人会
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101
緯 0220（34）4338
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