白鳥スマイル
キッズデー
親子で体験保育ができます。
【日時】 １月１４日（金）
午前９時３０分～１１時
【場所】 白鳥ゆめっこ保育園（迫）
【対象者】 １歳～就学前の児童
【内容】 もちつき
【申込方法】 電話
【申し込み・問い合わせ】
白鳥ゆめっこ保育園
緯 0220（22）1108
※随時、受け付けしています。

１月の
パソコン相談室

【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】 １月２
３日（日）
午前１０時～正午
【場所】 米山公民館
【申込期限】 ５日前まで
興出前コース
あなたの自宅にパソコンを持参し
て、パソコン操作のどんな相談にも
応じます。
【料金】 １コース（４時間）
＝5,
000円
【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

№１
９

皐地上デジタル放送浸透度調査の結果について
昨年９月に行われた地上デジタル放送に関する浸透度調査によると、地
上デジタル放送対応受信機の世帯普及率は全国平均で90.
3％となりました。
未対応と回答した世帯のうち、7.
6％の世帯が「これから対応を予定して
いる」と回答しているので、合わせて『約９
８％』の世帯がアナログ終了ま
でには地デジ化することになります。
また、宮城県の普及率は全国平均を若干下回る89.
2％となりました。昨
年３月の調査から12.
6％の増加、都道府県別の順位では４
２位から３
０位まで
上昇しました。
デジサポでは、
「予定が無い」などと回答した、もし くは無回答だった約
２％の世帯への働き掛けを行い、
『１世帯残らず』の目標に向けて今後も活
動を行っていきます。
１
１月のエコポイント 制度変更による駆け込み需要の際と同様に、アナロ
グ放送終了間際にも混乱が起こることが予想されます。早めのご準備をお
願いします。
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101
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【日時】 １月１４日（金）
裸参り＝午後６時３０分～
点火＝午後７時～
【場所】 羽黒神社・津島神社
【注意】 当日午後６時から８時まで
の間、一市・八日町通りの車両通
行はできません。車でお越しの際
は、県登米合同庁舎駐車場をご利
用ください。
【問い合わせ】 登米中央商工会
緯 0220（22）3681

「合同就職面接会」
参加企業募集

興パソコン教室
①カレンダーを作成してみませんか。
第２回「合同就職説明会」を２月
【日時】
２ 日（水）にグ ランド ホ テ ル 平 成
１月１１日（火） 午前１０時～正午
（大崎市古川）で開催します。
１月１４日（金） 午後７時～９時
新規学卒者の採用計画を考えてい
②予定表を作成してみませんか。
る企業または事業主の皆さん、ぜひ
この機会にご参加ください。
【日時】
なお、詳細については、下記に問
１月１８日（火） 午前１０時～正午
い合わせください。
１月２
１日（金） 午後７時～９時
①②共通事項
【問い合わせ】
ハローワーク迫 学卒担当
【場所】 迫にぎわいセンター
緯 0220（22）8609
【受講料】 2,
000円

～地デジいろは塾～

第33回佐沼どんと祭

「とめっこマネー」
第６回抽選会

品

あこがれのスポーツ選手はどんな食
事をしているのか、水泳・北島康介選
手やベガルタ仙台などのＪリーガーの
栄養管理をサポートした管理栄養士さ
んの話しを聞いてみませんか。
【日時】 １月２２日（土）
午後１時３０分～４時
【場所】 中田農村環境改善センター
【内容】 ①みやぎ食育アドバイザー
（管理栄養士）川端理香さんによる
講演
②高校生による「食」や「農」に
関する取り組み発表
③展示コーナーなど
【入場料】 無料
【申込方法】 電話
【申込期限】１月１２日（水）
【申し込み・問い合わせ】
宮城県東部保健福祉事務所
登米地域事務所 成人・高齢班
緯 0220（22）6117

平成23年
新春講演会開催

「とめっこマネー」
の第６回抽選会
が１月２０日（木）に行われますので、
お知らせします。
【抽 選 対 象】 平 成22年 ７ 月１６日 か
ら平成２
３年１月１
５日までに加盟店
で使用されたもの。
【賞品について】
賞

「スポーツと食育」
食育講座参加者募集

本数

特賞 とめっこマネー 20,
000円分 10本
１等 とめっこマネー 3,
000円分 20本

【日時】 １月２８日（金）
午後３時３０分～
【場所】 ホテルニューグランヴ ィア
【演題および講師】
「どうなる日本の政治と経済」
み た ぞの さとし
講師：三反園訓さん（テレビ朝日コ
メンテーター）
【聴講料】 無料
【入場者数】 ２００人
【申込期限】 １月２４日（月）

【申込方法】 電話
【申し込み・問い合わせ】
（社）登米法人会
緯 0220（22）6617

登米祝祭劇場
１月のイベント情報

◆あすなろ俳句展
【日時】 １月４日（火）～２８日（金）
林林館 陶芸教室
午前１０時～午後５時
参加者募集
（最終日は正午まで）
※毎週月曜日は休館日です。
ただし月曜日が祝日の場合は、そ
【日時】 １月３０日（日）、３１日（月）
の翌日が休館日となります。
午前１０時～正午
【場所】 林林館２階
【場所】 レストラン蓮房
【テーマ】 ひな人形（立ちびな）を 【入場料】 無料
作ろう
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
【講師】 瑞樹窯 笠政彦さん
◆登米市風景画コンクール
【参加人数】 各２０人
【材料費】 2,
000円～2,
300円
【日時】 １月８日（土）～１０日（祝）
午前９時～午後５時
【申込方法】 電話
（最終日は午後３時まで）
【申込期限】 開催日の３日前
【場所】 小ホール
【申し込み・問い合わせ】
林林館
【入場料】 無料
緯 0220（45）1821
【問い合わせ】 登米市教育委員会
森の茶屋
緯 0220（34）2670
緯 0220（45）1218
◆親しみクラシック マリンバ＆ピ
アノ 浜まゆみ 羽田めぐみ
【日時】 １月２
１日（金）
午後６時３０分～
【場所】 小ホール
【入場料】 大人＝1,
000円
自動車の不具合情報を
高校生以下＝無料整理券
お寄せください
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
国土交通省では、迅速なリコール
緯 0220（22）0111
の実施やリコール隠しなどのため、
「自動車不具合情報ホット ライン」を
通じて、皆さんの車に発生した不具
合情報を収集しています。
纂フリーダイヤル 0120
（744）960
纂自動音声 緯 03（3580）4434
纂ホームページ受け付け
www.
ml
i
t
.
go
.
j
p
/
RJ
/

２等 とめっこマネー 2,
000円分 30本
３等 とめっこマネー 1,
000円分 30本
４等 とめっこマネー

500円分 100本

【当選発表】 ２月上旬にチラシまた
は店頭掲示板などで発表します。
【その他】 葛家電・住宅エコポイン
トを「とめっこマネー」に交換す
ることもできますので、ぜひご利
用ください。葛１月１６日以降に加
盟店で使用された商品券は次回の
抽選対象になります。
【問い合わせ】 登米市振興協同組合
緯 0220（22）3681

１月１０日は１１０番の日「事件事故 慌てず焦らず １１０番」
「１
１
０番の日」は、皆さんのための１
１
０番が、本来の目的に沿って正し く利用
されるように、皆さんの一層のご理解とご協力をお願いする日です。
１１
０番通報制度は、地域の皆さんと警察を結ぶホット ラインとして定着し、
事件・事故の早期解決に大きく貢献しています。
１１
０番につながったら、通報者は、慌てず落ち着いて、ゆっくり応えてくだ
さい。警察では、どんな事件・事故なのか、必要なポイント を聞き取ること
で、素早く適切な措置をとることができます。
※急を要さない要望・相談・苦情などは、警察相談専用電話「悩むよりかけ
て安心♯9110」を利用しましょう。
【問い合わせ】 佐沼警察署 緯 0220（22）2121
登米警察署 緯 0220（52）2121

◆ふだん着コンサート
てまひまコンサート
【日時】 １月３０日
（日）
午後１時３０分～
【場所】 小ホール
【入場料】 大人＝500円
高校生以下＝無料整理券
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
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