【日時】
３月１
５日（火） 午前１０時～正午
「みやぎ環境税」について
３月１８日（金） 午後７時～９時
①②共通事項
県では、宮城の豊かな環境を守り 【場所】 迫にぎわいセンター
次世代に引き継いでいくため、平成 【受講料】 2,
000円
２
３年４月から個人および法人の県民 【申込方法】 電話
税均等割の超過課税（
「みやぎ環境 【申込期限】 受講日前日まで
税」）を実施します。
（個人：年1,
200 興無料相談室
円、法人：標準税率の１０昏）
【日時】 ３月２０日（日）
詳細については、県ホームページ
午前１０時～正午
（ht
t
p:
/
/
www.
pr
ef
.
mi
yagi
.
j
p/
）を
【場所】 迫にぎわいセンター
ご 覧になるか、下記まで問い合わせ 【申込期限】 ５日前まで
ください。
興出前コース
【問い合わせ】
あなたの自宅にパソコンを持参し
葛税の仕組みについて：県税務課
て、パソコン操作のどんな相談にも
緯 022（211）2323
応じます。
葛税の使いみちについて：県環境 【料金】 １コース（４時間）
政策課
＝5,
000円
緯 022（211）2661
【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

３月の
パソコン相談室

伐採した木材を
無償で提供します

②登米市登米町日根牛五郎峰前地内
【日時】 ①の場所＝３月１
５日
（火）
～１６日（水）午前９時～午後５時
②の場所＝３月１７日（木）～１８日
（金）午前９時～午後５時
【提供樹種類】 クルミおよびヤナギ
などの雑木（直径５～２０㎝ 程度・
長さ１ｍ程度）
【注意事項】 ○積み込み・運搬は各
自でお願いします。
○積み込み・運搬中の事故や提供
後の使用については、責任は負い
かねますのでご注意ください。
○無断で持ち帰らないでください。
【問い合わせ】 北上川下流河川事務
所 米谷出張所
緯 0220（42）2154

迫川圏域河川整備計画（案）

興パソコン教室
意見募集について
①引っ越しのはがきを作成してみま
北上川の樹木伐採により発生した
せんか。
木材を、地域の皆さんに有効活用し
【日時】
県では，一級河川北上川水系迫川
ていただくため、無償で提供します。 流域の河川について，概ね３０年の河
３月８日（火） 午前１０時～正午
川整備の内容を示す「迫川圏域河川
【提供場所】
３月１１日（金） 午後７時～９時
整備計画」の策定を進めています。
①登米市東和町米谷字根廻地内
②インターネット をしてみませんか。
これまで実施した学識経験者による
意見交換会と地域の意見を聴く会を
踏まえ作成した整備計画（案）につ
～地デジ
塾～ №21
いて，下記のとおり意見募集を行い
ます。
皐地デジボランティア活動について
総務省では、高齢者などのデジタル対応について、草の根運動として地デ
【公表場所】 葛市役所中田庁舎建設
ジボランティア活動を全国的に展開します。
部土木管理課・各総合支所葛県土
具体的には、
「地デジ化はお済みですね？」
「アナログの表示は出ていませ
木部河川課ホームページ葛土木部
んね？」
「デジサポがお手伝いしてくれることをご存じですか？」などの声掛
河川課（県庁８階）葛東部土木事
けを行います。
務所登米地域事務所
また、
『コールセンター・デジサポなどの相談先を記載したカード類や資料
【募集期間】
の配布』や必要に応じてとなりますが、
『高齢者に代わってデジサポへ戸別訪
３月１日（火）～１４日（月）
問を依頼する連絡』なども行います。
【提出方法】
郵便、ファクシミリ、
デジサポではこの活動に対して以下のサポート を行います。
電子メール
（１）協力いただける団体を登録・公表
【提出先・問い合わせ】
（２）協力団体に対して、必要なカード類・資料などの提供
県土木部河川課企画調査班
（３）希望に応じて講習会の開催
〒980－8570 宮 城 県 仙 台 市 青
（４）専用窓口を設置してボランティアをサポート
葉区本町三丁目８－１
ご協力いただく場合は「団体としての参加」を基本にしています。活動の
詳細については、デジサポ宮城に問い合わせください。
緯 022
（211）3173
（電話による
意見提出はできません。）
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
胃 022（211）3196
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101
死 kas
en01@pr
ef
.
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.
j
p
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第５回歌と踊りの祭典
ボランティアひまわりの会では、
平成２
３年６月５日（日）に登米祝祭
劇場（水の里ホール）を会場に開催
を予定しているチャリティー「第５
回歌と踊りの祭典」に出演できるボ
ランティアを募集しています。
歌と踊りの祭典は、障がい者とそ
の家族を励ますことを目的として開
催するもので、この趣旨に賛同され
る人のご協力をお願いします。
【募集内容】 舞踊、漫才、手品など
をボランティアで出演できる個人
または団体
【申込期限】 ３月２
５日（金）
【申し込み・問い合わせ】
ボランティアひまわりの会
代表：及川圭助
緯 080（6037）6221

フォニー～」の最新作「第七番」が
初めて県北で公開されます。
当日は、監督の龍村仁さんと出演
者の高野孝子さんによる講演会も予
定されています。
皆さん、ぜひご来場ください。
【日時】 ３月１
９日（土）
午後１時３
０分～
（開場：午後０時４
５分）
【場所】 栗原市若柳総合文化 セン
ター ドリーム・パル 大ホール
【入場料】 2,
000円
【講演会】 午後４時～５時３０分
【問い合わせ】 登 米・栗 原ガ イア
ネットワーク 事務局
緯 0225（98）3577

矢本インターチェンジが
終日利用できません

「すくすくフェスタ」
参加者募集
ヨガ・フットケア・お弁当レシピ
など、ママが楽しめるブースがたく
さんあります。子どもの遊びスペー
スも充実しています。皆さん、ぜひ
ご参加ください。
【日時】 ３月２
５日（金）
午前１０時～正午
【場所】 登米祝祭劇場 小ホール
【対象者】 ０歳頃～４歳頃の子ども
とその親
【参加費】 子ども１人＝300円
（託児あり）
・参加者全員にプレゼントあり
・事前の申し込みは不要
【問い合わせ】
ＮＰＯ法人 すくすく保育研究所
担当：堀田
緯 090（2999）8253

【利用できない区域】
三陸道矢本インターチェンジ
【利用できない期間】
３月２２日
（火）午後９時～２７日
（日）
登米祝祭劇場
午前６時
「弓道教室」受講生募集
３月のイベント情報
【その他】 ・上記の期間は改修工事
のため矢本インターチェンジでの
弓道を始めるには、必ず指導者に
出入りはできません。
◆夢フェスタの歩み ＰａｒｔⅡ
よる手ほどきが必要です。
・鳴瀬奥松島インターチェンジも
～衣装・ヘアメーク展～
初心者を対象に、教室を開講しま
しくは石巻港インターチェンジを 【日時】 ３月９日（水）～３１日（木）
す。登米市弓道協会員がやさしく指
ご利用ください。
午前１０時～午後５時
導します。
（最終日は正午まで）
【問い合わせ】 国土交通省仙台河川
詳しい資料は、迫・登米・中田の
※毎週月曜日は休館日です。
国道事務所三陸道維持出張所
各総合体育館内にあります。
ただし月曜日が祝日の場合は、そ
緯 0225（96）7651
の翌日が休館日となります。
【コースの種類】（各１０回づつ開催）
①平日・午前コース
年金シニアライフセミナー 【場所】 レストラン蓮房
②土曜日・午後コース
【入場料】 無料
（年金説明会）開催
③日曜日・午後コース
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
④木曜日・夜コース
緯 0220（22）0111
※２時間程度を予定、中学生以上 【日時】 ３月１３日（日）午後２時～４時
◆発足４０周年記念チャリティー
シニア・女性の参加大歓迎
第２
３回民謡寛謡会発表会
【場所】 迫公民館
【場所】 迫武道館・登米武道館
１日（祝）
【対象者】 定年退職予定者・年金受 【日時】 ３月２
午前１０時３０分～
【募集人数】 各２０人程度（先着順）
給者など
【受講料】 無料
【内容】 年金制度の概要と手続き・ 【場所】 大ホール
【資料請求・申し込み・問い合わせ】
年金ライフプラン・健康プラン
【入場料】 1,
500円
登米市弓道協会 会長：海老名
【問い合わせ】 民謡寛謡会
【参加料】 無料 【定員】 ５０人
緯 0220（52）2016
緯 0220（58）3537
【申込方法】 はがき・ファクシミリ
氏名・住所・電話番号を記入の上、 ◆ 新 舞 踊 ま つ り チ ャ リ テ ィ ー
「セミナー登米」と明記してください。 ショー
「地球交響曲第七番」
１時～
【申し込み・問い合わせ】 宮城県年 【日時】 ３月２７日（日）午前１
自主上映のお知らせ
金受給者協会 〒980－0014
【場所】 大ホール
仙台市青葉区本町３－７－４
【入場料】 1,
500円
２０年に渡り、全国で自主上映が続
緯 022（266）4184
【問い合わせ】 新舞会
いている「地球交響曲～ガ イアシン
胃 022（266）3022
緯 090（5831）5534
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