障害福祉係
緯 0220（58）5552
※この日以外でも相談を受け付け
ていますので、ご連絡ください。
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８月の普通救命講習会
【日時】 ８月２
１日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 ８月１
５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

障害者しごと相談
【相談日時】 ８月２
３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（登米保健所）
【相談担当】 障害者就業・生活支援
センター「ゆい」
【申し込み・問い合わせ】
障害者就業・生活支援センター
「ゆい」
緯 0220（21）1011
福祉事務所生活福祉課

夜間相談窓口開設日
納税に関する相談に応じます。
【日時】 ８月２
５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

終戦記念日に
一斉黙祷を実施します
市では、戦争という悲惨な歴史を
風化させることなく、戦争を知らな
い世代に平和の大切さを継承してい
く目的で、終戦記念日（８月１
５日）
の正午に一斉黙祷を実施します。
【実施日】 ８月１
５日（月）正午
【実施方法】 正午の防災無線のサイ
レン吹鳴を合図に黙祷を捧げます。
【問い合わせ】
福祉事務所長寿介護課
長寿社会係
緯 0220（58）5551
纂おわびと訂正
広報とめ７月２１日号に誤りがあ
りました。おわびして訂正いたし
ます。
・登米市施設電話帳
迫にぎわいセンター電話番号
（正）緯 0220（21）5565
（誤）緯 0220（22）0020

登米市民プール感謝祭
を開催

多重債務者無料法律相談
と多重債務110番の日
雑多重債務者無料法律相談
【日時】 ８月５日（金）、２６日（金）
午後１時１
５分～４時１
５分
【場所】 迫にぎわいセンター
※事前に予約が必要です。
【担当弁護士・司法書士】
５日＝佐竹孝行（司法書士）
２６日＝開発健次（弁護士）
雑多重債務１１０番の日
【日時】 葛８月８日（月）
、２２日（月）
午前９時～午後７時
葛８月２
１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＝午前８時３０分～午後５
時 （土曜・日曜・祝日を除く）
【場所】 市役所中田庁舎２階
【相談料】 無料
【相談専用電話番号】
緯 0220（34）2308
【問い合わせ】
産業経済部商工観光課
商工業振興係
緯 0220（34）2734

震災に便乗した
悪徳商法に注意を！
～悪質商法被害に
遭わないための３か条～
訪問販売員を家に入れない
まずは家族・知人に相談、そ
の場で契約しない
キッパリと断る
相談は、♯9110または最寄りの
警察署へ

ご存知ですか？

住環境リフォーム助成事業

市では、地域経済の活性化と市民の生活環境の向上を
目的に、市内に本社機能がある事業所や個人事業者を利
【日時】 ９月４日（日）
用して、自宅のバリアフリー化・省エネ化・防災対策を
午前１０時～午後５時
含むリフォーム工事を行う場合の費用の一部を助成して
※終日無料で開放します。
います。
産各種イベント
また、リフォーム工事と一体的に下水道への接続工事
葛親子ビ クス
を行う場合にも費用の一部を助成しています。
【時間】 午前１１時３０分～午後０時３０分
【対象住宅】 申請者または申請者の配偶者、もし くは１親等以内の親族が
【定員】 １０組
所有している住宅。ただし、店舗などとの併用住宅は個人住宅部分のみ
【内容】 親子で行うエアロビクス
が対象となります。
【参加費】 500円
【助成対象となる工事】 ※すべての項目に該当していること
【対象】 ３歳から６歳までの親子
葛サバイバルアクア
①工事費が２０万円（消費税を除く）以上で、市内の事業者によりリフォー
ムを行う場合
【時間】 午後１時３０分～３時
②工事費の１０％以上がバリアフリー・省エネ・防災に対応していること
【定員】 ２０人
③リフォーム工事の完了検査が平成２４年２月２
９日までに実施できること
【内容】 水中で行うエアロビクス
【助成額】 工事費の２
０％で２０万円を上限としています。
【参加費】 500円 【定員】 ２０人
【下水道接続工事助成（リフォーム助成と併せて行う場合）
】
【対象】 高校生以上
①対象工事は市内下水道指定工事店登録事業所が施工する工事
葛共通事項
②助成費用は工事費の２
０％で、１
５万円を上限とする
【応募締切日】 ９月３日（土）
※定員になり次第、締め切ります。 ※詳細については、広報とめ４月２１日号（№144）をご覧になるか、下記に
問い合わせください。
【申込方法】 参 加 費を 添え て市 民
プール受付に直接申し込みください。 【申請先・問い合わせ】
建設部住宅都市整備課 緯 0220（34）2316
【問い合わせ】 市民プール
建設部下水道課 緯 0220（34）2359
緯 0220（22）5492

「精神保健入門講座」受講生募
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市では、こころの病気を理解し、こころの健康を大切に考える人の輪を広げながら、互いに支え合えるまちを目指し
ていくため「精神保健入門講座」を開催します。
最近増えていると言われている「うつ病」をテーマにした研修内容になっています。ぜひご参加ください。
開催日

内

容

・開講式
・講話「こころの病気を知ろう」講師＝精神科医 小原可久先生

１

8月３
０日
（火）

２

・話し合い ストレスチェック
９月１
２日
・「自分の気持ちを見つめてみよう」
（月）
・精神保健相談機関・窓口の紹介

３

9月2
２日
（木）

４

10月５日 ・話し合い「こころの健康のために、こんなふうに暮らしていこう」
（水） ・閉講式（３回以上受講した人に、修了証を交付します）

・講話「気持ちを大切に伝えよう」講師＝臨床心理士 吉田香里先生

※以前に精神保健入門講座を受講し、修了証を
交付された人は申し込みできません。
【場所】 市役所南方庁舎２階 大会議室
【時間】 午前１０時～１
１時４
５分
【対象者】 こころの健康づくりを応援したい人
※先着２０人
【申込方法】電話
【申込期限】８月１
９日（金）
【申し込み・問い合わせ】
市民生活部健康推進課 地域保健係
緯 0220（58）2116
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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」
29 Aug.
2011

「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 28

