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【申込期限】
１月１７日（月）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

１月の
多重債務110番の日
【日時】 ３日（月）、１１日（火）、
１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）
午前９時～午後８時
１６日（日）午前９時～午後５時
※この日以外でも相談受付を行っ
ています。
（受付時間＝平日の午
前８時３０分～午後５時１
５分）
【場所】 市役所中田庁舎２階
【相談料】 無料
【相談電話番号】
緯 0220（34）2308 ※直通
【問い合わせ】
産業経済部商工観光課
商業振興係
緯 0220（34）2734

冬道の交通事故を防止するために
皐積雪または凍結のため、路面が滑
りやす くなります。急発進や急ブ
レーキ、急ハンドルはせず、十分な
車間距離を取って走行するように心
掛けましょう。
皐カーブの手前で十分な減速をして
走行するように心掛けましょう。
皐路面が黒く見える道路は、ブラッ
クアイスバーン（路面上が薄く氷に
覆われて、アスファルトと見分けが
つかない道）かも知れないので、十
分に注意をして走行するように心掛
けましょう。
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夜間相談窓口開設日
納税に関する相談に応じます。
【日時】 １月２７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

▼

予定も可）。
※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
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。
市営住宅・特定公共賃貸
特定公共賃貸住宅
住宅入居者募集
◆豊里新町特定公共賃貸住宅
（豊里町新町５番地１）
市営住宅
募集戸数 １戸 (
３LDK）
◆石越南芦倉住宅７号
家賃月額 46０
,00円～55０
,00円
（石越町南郷字芦倉３８番地）
駐車場 なし
募集戸数 １戸（３Ｋ）
◆津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅
家賃月額 11,
500円～17,
100円
（津山町柳津字本町６
７番地）
駐車場 なし
募集戸数 １戸 (
１LDK）
◆南方大門住宅７号
家賃月額 30０
,00円～47０
,00円
（南方町宿畑６
３番地５）
駐車場 あり
募集戸数 １戸（３ＤＫ）
【入居資格】 ①所得基準が15.
8万円
家賃月額 14,
400円～21,
400円
以上48.
7万円以下であること。
駐車場 なし
※所得基準の算出は、入居予定者
◆津山宮町住宅２－２号
の合計所得から世帯主以外の入居
（津山町柳津字黄牛田高畑２２番地１）
予定者一人につき３８万円を控除し、
募集戸数 １戸（３Ｋ）
１２カ月で割った金額。
家賃月額 11,
400円～17,
100円
②自ら居住するために住宅を必要
駐車場 なし
とする人。
【募集対象者】 現に住宅に困ってい
③同居する親族がいること（婚姻
る世帯
予定も可）
。
【入居資格】 ①入居収入基準が15.
8
④入居者全員に市税の滞納がない
万円以下であること（小学校就学
こと。
前の子どものいる世帯、身体障害
⑤申込者または同居予定者が暴力
者、６
０歳以上の人は２
１.
4万円以下）
。
団員でないこと。
※収入基準の算出は、入居予定者
・共通事項
の合計所得から世帯主以外の入居 【申し込み】 各総合支所地域生活課
予定者一人につき３８万円を控除し、
産業建設係
１２カ月で割った金額。
※各住宅に重複して申し込みする
②同居する親族がいること（婚姻
ことはできません。

１月の普通救命講習会
【日時】 １月１６日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 １月１１日（火）まで
【申込方法】 消防署・各出張所に備
え付けてある受講申込書に必要事
項を記入の上、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

るるぱパソコン講習会
受講生募集
パソコン入門講習（初心者向け）
【日時】 １月１
９日（水）～２
１日（金）
午後７時～９時
【場所】 南方住民情報センター「る
るぱ」
（市役所南方庁舎２階）
【内容】 数値や数式の入力による表
計算・関数などオートフィルを
使ったデータをコピー、基本的な
罫線や簡単な表作成などを勉強し
ます。
【受講資格】 入門講座を受講した人

または同程度の知識のある人
【対象者】 市内に在住または勤務し
ている人（同一講習経験のない人
が優先）
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代）
【電話申込受付日】 １月１２日
（水）
※受付開始は午前１０時～
※定員になり次第、受付終了
【申し込み・問い合わせ】
南方住民情報センター
「るるぱ」
緯 0220（58）5557
▼開館日＝火曜～日曜日・祝日の
午前９時～午後５時まで
▼休館日＝月曜日（月曜日が休日
の場合は、火曜日）

障がい者しごと相談
【相談日時】 １月２
５日（火）
午前 ①９時３０分～ ②１１時～
午後 ①１時３０分～ ②３時～
【場所】 県東部保健福祉事務所
登米地域事務所
【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。

【問い合わせ】 福祉事務所生活福祉課
障がい福祉係
緯 0220（58）5552

「いのちを考えるシンポ
ジウム」を開催します
【日時】 ２月１日（火）
午後１時３０分～３時３０分
（受付開始は午後１時～）
【場所】 南方農村環境改善センター
【テーマ】「いのちを支える新しい
つながりを求めて」～それぞれの
立場からのメッセージ～
【シンポジスト】
殺多重債務者無料法律相談担当
かい ほつ いく こ
開発育子さん（司法書士）
殺いのちホッとテレホン委託先
れい こ
田中昤子さん（仙台いのちの電
話 常務理事）
殺こころの相談担当
あつ ふみ
佐藤厚史さん（佐藤医院 院長）
【コーディネーター】
あき こ
小原聡子さん（宮城県精神保健福
祉センター技術次長、精神科医）
【問い合わせ】 市民生活部健康推進課
地域保健係
緯 0220（58）2116

飼い主の皆さんへ
○犬の放し飼いはやめましょう
飼い主は犬が好きでも、犬を怖がる人もいます。普段から放し飼いをせずに、
散歩のときは、必ず引き綱(
リード)
を付けましょう。
○狂犬病予防注射は法的義務です
犬を飼い始めたら、お住まいの地区の総合支所で犬を登録して、毎年1回の狂犬
病予防注射を必ず受けましょう。
また、鑑札と注射済票は首輪などに装着することが義務付けられています。万が
一、犬が迷子になって保護された場合などは、飼い主を特定することができます。
○散歩中のふんの後始末
散歩中のふんは、連れている人が直ちに取り除き持ち帰りましょう。
【問い合わせ】 市民生活部環境課 生活環境係 緯 0220（58）5553
または各総合支所地域生活課
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