ぶ遠隔教育の大学です。
働きながら学んで大学を卒業した
い、学びを楽しみたいなど、さまざ
まな目的で幅広い世代、職業の人が
学んでいます。
無病息災や家内安全を願う神事で
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
す。厄年の人・結婚する人・人生の
自然科学など、幅広い分野を学ぶこ
大きな節目を迎える人などの参加を
お待ちしています。個人はもちろん、 とができます。
胸１
５歳以上の人＝１科目から学習す
団体での参加も大歓迎です。
る選科履修生・科目履修生として入
【日時】 平成２
３年１月１４日（金）
学できます。
午後６時～
胸１８歳以上の大学入学資格を持って
【場所】 一市・八日町通り（羽黒神
いる人＝学力試験はなく、全科履修
社前交差点～津島神社）
生として入学できます。４年以上在
【申込期限】 １２月１７日（金）まで
学して１２４単位以上を修得し、卒業
※人数に限りがありますので、早
すると、学士（教養）の学位を取得
めに申し込みください。
できます。
【申し込み・問い合わせ】
胸ひとつの分野を体系的に学びたい
登米中央商工会 青年部
人には、
「放送大学エキスパート」を
緯 0220（22）3681
実施しています。
【出願期間】 平成２
３年２月２８日
（月）
放送大学
※資料を無料で提供しています。
４月生募集のお知らせ
気軽に下記までご請求ください。
放送大学ホームページでも受け付
けています。
放送大学では、平成２
３年度第１学
期（４月入学）の学生を募集してい 【資料請求（無料）・問い合わせ】
ます。
放送大学宮城学習センター
放送大学は、テレビやラジオの放
緯 022（224）0651
送、インターネットなどを通して学 【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
ouj
.
ac.
j
p

第33回佐沼どんと祭
裸参り参加者大募集！

トーンチャイム
演奏発表会を開催します
「生活介護事業所パルめぐみ」は、
地域で生活する障がいのある人々が
通所し、創作活動や農園芸活動、木
工芸活動などの日中活動をしていま
す。月２回行われる音楽療法活動で
は、講師である小野寺範子先生の指
導のもと、リトミックやトーンチャ
イム演奏を楽しんでいます。そんな
楽しく美しいトーンチャイムの響き
を、ぜひお聴きください。
【日時】 １２月１６日（木）
午後０時２０分～
【場所】 市役所迫庁舎１階ホール
【曲名】「手紙」、
「アメイジング・グ
レ イス」
、
「きよしこの夜」ほか」
【問い合わせ】
社会福祉法人 恵泉会 生活介護
事業所 パルめぐみ
緯 0220（22）1102

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒募
陸
生徒
隊 高
衛隊
自衛
高等
募集
陸上
科学
学校
徒募
校 生
上自
等工
工科
集
応募資格

受付期間

毅平成２３年４月１日現在、１
５
歳以上１
７歳未満の男子
毅中学校卒業者および中等教
平成２３年１月７日（金）
育学校の前期課程修了者（平成
まで
２３年３月に中学校卒業または
中等教育学校の前期課程修了
見込みの者を含む）

試験日
【第１次試験】
平成２３年１月２２日（土）
【第２次試験】
平成２３年２月５日（土）～
８日（火）までの間の指定
する１日

合格発表

【第１次試験】
平成２３年２月１日（火）
【最終合格発表】
平成２３年２月２５日（金）

【生徒の待遇など】
※今年度より推薦採用試験制度あり！
①身分：特別職国家公務員（生徒）
②手当：生徒手当＝94,
900円、期末手当＝年２回（６月・１
２月）
③衣食住：全員が駐屯地で生活し、宿舎は無料、食事・制服類・寝具については支給または貸与
④休日・休暇：週休２日制、祝日、年末年始および夏期休暇、年次休暇
⑤高等教育：入校と同時に高等学校（通信制）に入学（※通信制教育の経費は自己負担：３年間で約３万円程度）
⑥医療施設：自衛隊病院、駐屯地医務室
⑦福利厚生：防衛省共済組合施設（宿舎・野球場・テニスコート など）貯金事業、貸付事業、物資販売事業、売
店・展示即売会など
【問い合わせ】 自衛隊 宮城地方協力本部 登米地域事務所（登米市中田町宝江黒沼字下道６
７番地５）
緯 0220（34）2244・8807
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宮城いきいき学園
平成23年４月入学生募集

宮城県自治会館３階
緯 022（225）8477
【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
mi
yagi
s
f
k.
net
/

【対象】
県内在住のおおむね６
０歳以上の人
中小企業のための
【場所】 ①仙南校②大崎校③石巻校
ひまわりほっとダイヤル
④気仙沼・本吉校⑤登米・栗原校
※通学可能であれば、どの学校へ
の申し込みも可
中小企業、個人事業の経営上の問
題・悩みを、弁護士が法律の専門家
【学習期間】
として、解決のお手伝いをします。
年間２２回程度（２学年制）
日本弁護士連合会ひまわり中小企
【募集人員】 各校４
０人
業センターでは、平成２
３年３月３１日
【内容】 生きがいと健康づくりを目
まで無料相談キャンペーン（初回面
指し、地域活動の指導者として必
談３０分無料）
を実施しています。
要な内容・方法を体験を通して身
困 ったなと 思 ったら、ひ ま わり
に付けます。
ほっとダ イヤルへ、気軽にご連絡く
【入学金】 5,
000円
ださい。
【受講料】 年間20,
000円
教ひまわりほっとダイヤル
【申込方法】 申込書に必要事項を記
入の上、郵送で申し込みください。 （全国共通専門ダ イヤル）
緯 0570（001）240
申込書は、県社会福祉協議会の
ホームページからダウンロードす
受付時間：月曜日～金曜日（祝日
るか、県社会福祉協議会に請求し
を除く）、午前１０時～午後４時（正
てください。
午から午後１時までを除く）
※通話料がかかります。
【申込期限】
※PHSお よび 一 部 のI
P電 話 から
平成２
３年１月３１日（月）必着
はつながりません。
【申し込み・問い合わせ】
県社会福祉協議会いきがい健康課 【問い合わせ】 日本弁護士連合会
〒980－0011
ひまわり中小企業センター
仙台市青葉区上杉１－２－３
緯 03（3580）9981

小椋 佳 「歌談の会」
チケット販売開始します
【公演日時】 平成２
３年３月１８日
（金）
午後６時３０分～（開場：午後６時）
【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【チケット販売開始日】
１２月１１日（土） 午前１０時～
１階Ｓ席＝4,
500円
２階Ｓ席＝4,
300円
Ａ席（２階両脇席）＝4,
000円
※全席指定・前売り
【問い合わせ】
登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111

登米祝祭劇場
１2月のイベント情報

◆西城勝志絵画展
【日時】 １２月１日（水）～２８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
◆第１
６回登米市合唱祭
【日時】 １２月１２日（日）
午後１時３０分～
【場所】 大ホール
皐軽自動車検査協会の事務所窓口（支所・分室）で行う、市町村合併に
【入場料】 無料
伴う車検証の住所変更手続きについて
【問い合わせ】
市町村合併に伴う住所変更が反映されていない車検証は、新住所への
登米市合唱連盟
記載事項の変更を行わなくてもよい措置が取られていますので、特に手
緯 0220（34）2005
続きをしなくても問題はありません。
◆第１１回股旅演歌舞踊全国大会
合併後の住所への変更を希望する場合には、軽自動車検査協会の事務
【日時】 １２月１
９日（日）
所窓口において、記入申請用紙に記入し、車検証を添えて提出するなど
午前１１時～
の方法により、新住所の車検証を交付しています。
【場所】 大ホール
継続車検を行う場合は、車検証に加え継続審査申請書にの専用シー
【入場料】 2,
500円（前売り）
トや依頼書を添えて申し出するか、継続検査申請書の住所欄に「赤字で
【問い合わせ】 股旅演歌舞踊全国大
新住所を記載する」などの方法で、新住所の車検証の交付をしています。
会実行委員会
申し出は、ナンバーを管轄する軽自動車検査協会の事務所または支所
緯 090（5830）2854
（分室）で行ってください。
◆どりーむコンサート
混雑している場合は、交付までに時間がかかることがありますので、
【日時】 １２月２
３日（祝）
あらかじめご理解とご協力をお願いします。
午前９時４
５分～
市町村合併とは関係のない手続き（住居表示の変更や土地区画整理に
【場所】 大ホール
よる変更）は、通常の手続きになりますので、ご承知願います。
【入場料】 無料
【問い合わせ】 どりーむミュージ館
【問い合わせ】 軽自動車検査協会宮城主管事務所 緯 022（284）1368
緯 0220（34）7662

軽自動車検査協会からのお知らせ
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