夜間相談窓口開設日
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障害者しごと相談
【相談日時】 ６月２８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
民課に申し込みください。
【問い合わせ】
福祉事務所生活福祉課
障害福祉係
緯 0220（58）5552

雑多重債務者無料法律相談
【日時】 ６月１０日（金）、２４日（金）
午後１時１
５分～４時１
５分
住民基本台帳カード
【場所】 迫にぎわいセンター
についてのお知らせ
※事前に予約が必要です。
【担当弁護士・司法書士】
１０日＝柳渕勝一（司法書士）
住民基本台帳カード（住基カード）
２４日＝開発健次（弁護士）
の発行手数料の無料期間が延長にな
雑多重債務１１０番の日
りましたのでお知らせします。
【日時】 葛６月１
３日（月）、２７日（月） 【無料期間】 平成２６年３月３１日まで
午前９時～午後７時
【問い合わせ】
葛６月１
９日（日）
市民生活部市民生活課 戸籍係
午前９時～午後５時
緯 0220（58）2118
※この日以外でも相談受付を行っ
ています。
受付時間＝午前８時３０分～午後５
「自転車・オートバイ盗難」
時 （土曜・日曜・祝日を除く）
被害に遭わないために
【場所】 市役所中田庁舎２階
～あなたの自転車・バイクは
【相談料】 無料
大丈夫ですか？～
【相談専用電話番号】
雑短時間でも２つ以上のカギをかけ
緯 0220（34）2308
ましょう。
【問い合わせ】
雑管理された駐輪場に止めましょう。
産業経済部商工観光課
それでも被害にあってしまったら、
商業振興係
面倒がらずに警察に被害届を出しま
緯 0220（34）2734
しょう。
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胸登米市食育推進会議委員を募集します
市民皆さんと協働で食育推進をするため、市民の代表となる委員
を募集します。
【応募資格】 平成２
３年６月１日現在、満２
０歳以上で、
市内に住所を
有し、現に居住していて、任期中に転出する予定がない人食育推
進計画に関する施策の実施、推進に関心ある人市民の立場で食
育推進に監視、意見を述べられる人市の職員および議会議員で
ない人
【募集人数】 ２人 【任期】 平成２
３年８月１日～２
５年７月３１日（２年間）
【提出書類】 作文：あなたが考える「豊かな人材・食材を活かし
た登米市の食育活動」に関して、４
０
０～８
０
０字程度にまとめてくだ
さい。 申込書に①住所②氏名③電話番号④性別⑤生年月日⑥職
業⑦勤務先⑧応募した理由を記入してください。
【応募方法】 郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参
【募集期限】 ６月２０日（月）必着
【応募先・問い合わせ】 市民生活部健康推進課 地域保健係
〒987－0401 登米市南方町新高石浦１
３０番地
緯 0220（58）２
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【日時】 ６月１
９日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 ６月１
３日（月）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

多重債務者無料法律相談
と多重債務110番の日

震災の影響で延期となっていた平
成２
３年度固定資産価格等縦覧帳簿の
縦覧ができるようになりました。
【期間】 ６月１日（水）～８月１日（月）
※土曜・日曜・祝日を除く
【時間】 午前８時３０分～午後５時１
５分
【場所】 各総合支所市民課
【縦覧できる人】 固定資産税
（土地・
家屋）の納税者 ※代理人の場合
は委任状が必要です。
【問い合わせ】
総務部税務課 固定資産税係
緯 0220（22）2163
各総合支所市民課

毎 年 ６ 月 は 「 食 育 月 間 」、 毎 月 １９日 は 「 食 育 の 日 」

▲

６月の普通救命講習会

納税に関する相談に応じます。
【日時】 ６月３０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

固定資産価格等縦覧帳簿
縦覧のお知らせ

４食べて

５学んで

ーみんなで食育に取り組みましょうー

毅ファイナルプール感謝デー９月４日（日）
毅子ども会、スポーツ少年団など
の各青少年育成団体（※事前の申
し込み、打ち合わせ、保護者の監
視が必要です。
）
【利用期間】
６月１８日（土）～９月４日（日） 【問い合わせ】
米山Ｂ＆Ｇ海洋センター
【休館日】 ６月２０日（月）、２７日（月）、
緯 0220（55）3771
７月４日（月）、１１日（月）、８月
２
９日（月）
【利用時間】
市民プール「震災復興応
午前の部＝午前９時～正午
援イベント」参加者募集
午後の部＝午後１時～４時
夜間の部＝午後６時～９時
※夜間の部は夏休み期間７月２
１
市民プールでは、ストレス解消・
日（木）から８月２
５日（木）までの
運動不足解消を目的とした水中運動
火・木・土曜日になります。
のイベント参加者を募集します。
【使用料】 幼児＝５０円、小・中学生 【日時】 ６月１
９日（日）午後１時～
＝１００円、高校生・一般＝２００円
【対象】 １８歳以上の男女
【イベント情報】 無料で開放します。 【募集人数】 ２０人（先着順）
毅プールオープン６月１８日（土） 【参加料】 無料
毅海の日デー７月１８日（月）
【締切日】 ６月１７日（金）

米山B＆G海洋センター
プールオープン

【申込方法】 市 民プ ールに 電 話 ま
たは直接申し込みください。
【問い合わせ】 市民プール
緯 0220（22）5492

東和鱒淵川の源氏ボタル
国指定天然記念物に指定されてい
ます ぶち
る鱒淵川の源氏ボタル。水面に映る
幻想的な光をお楽しみください。
【見ごろ】 ６月下旬～７月上旬
※夕方から午後９時ごろまでが見
ごろです。
【場所】 東和町米川鱒淵地区
産ホタル発生の時期には、市ホーム
ページで発生状況をお知らせします。
【問い合わせ】
産業経済部商工観光課
緯 0220（34）2734
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」
Tome 24

