午前８時３０分～午後５時１
５分
あなたの自宅にパソコンを持参し、
今更家族や同僚に頼めない相談に応 【全国共通人権相談ナビダイヤル】
緯 0570（003）110
じます。女性スタッフも多数います。
【問い合わせ】
【料金】 １コース（４時間）
仙台法務局人権擁護部
親子で体験保育ができます。
＝5,
000円
緯 022（225）5743
【日時】 ９月２７日（火）
【申し込み・問い合わせ】
午前９時３０分～１１時
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・み
【場所】 白鳥ゆめっ子保育園
（迫町）
やぎ
障害者就職面接会の
緯 0220（２
１）5262
【対象者】 ０～１歳児
お知らせ
【内容】
親子で遊ぼう、ふれあい体操
高齢者・障害者の人権
障がい者の雇用を促進することを
【申込方法】 電話
あんしん相談
目的にハローワーク古川・築館・迫
【申し込み・問い合わせ】
合同により「障害者就職面接会」を
白鳥ゆめっ子保育園
開催します。
緯 0220（22）1108
仙台法務局、登米支局および宮城
一人でも多くの障がい者が就職に
県人権擁護委員連合会では、９月５
日から１
１日まで、全国一斉「高齢者・ 結びつくよう、ぜひご参加ください。
９月の
障害者の人権あんしん相談」強化期 【日時】 ９月２７日（火）
パソコン相談室
間と定めて、電話共通人権相談ナビ
午後１時３０分～３時３０分
ダ イヤルによる電話相談所を開設し 【場所】 宮城県大崎合同庁舎１階
ます。
大会議室
興パソコン教室
高齢者や障がいのある人をめぐ る 【対象事業所】 ハローワーク古川・
①ワードで川柳・短歌新聞を作って
さまざまな人権問題について、仙台
みませんか。
築館・迫管内などの障がい者を雇
法務局および管内各支局の人権擁護
用する予定のある事業所（障がい
【日時】
委員・法務局職員が相談に応じます。
者用求人申し込みが必要です。
）
９月１
３日（火） 午前１０時～正午
【参加対象者】
９月１６日（金） 午後７時～９時
【開設日時】
ハローワーク古川・築館・迫およ
②エクセルで会計報告書を作ってみ
葛仙台法務局
び近隣のハローワークに求職登録
ませんか。
９月５日（月）～９日（金）
者をしている人、平成２４年３月新
午前８時３０分～午後７時
【日時】
規支援学校卒業予定者
９月１０日（土）・１１日（日）
９月２０日（火） 午前１０時～正午
午前１０時～午後５時
【問い合わせ】 迫公共職業安定所
９月２
３日（祝） 午後７時～９時
葛仙台法務局管内各支局
専門援助部門
①②共通事項
９月５日（月）～９日（金）
緯 0220（22）8609
【場所】 迫にぎわいセンター
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話
【申込期限】 受講日前日まで
～地デジ
塾～ №2３
興有料相談室
今更家族や同僚に聞けないことに
皐アナログ放送終了日について
何度でもやさしくお答えします。
震災の影響で延期されていた宮城県のアナログ放送の終了日は、平成２４年
【日時】 毎週日曜日
３月末になりました。１年間の延長ではありませんのでご注意ください。
午前１０時～正午
既にアナログ放送が終了した地域では、終了前後にはコールセンターに相
談が殺到し電話がつながりにくくなったり、安価な「地デジチューナー」な
午後１時３０分～３時３０分
どが売り切れとなり購入に時間がかかったりしました。
【会場】 迫にぎわいセンター
また、電波の弱い地域に住んでいたり、アンテナなどに不具合があったり
【相談料】 １時間＝1,
250円
すると、地上デジタル放送がきれいに受信できない場合もあります。
【申込期限】 開催日の前日まで
アナログ放送が終了したのに、まだ地デジの準備ができていないというよ
興無料相談室
うなことのないよう、ご注意ください。早めに地デジの準備を済ませて、来
今更家族に聞けないパソコンの操
年の３月末のアナログ終了を迎えてください。
作方法を何度でもやさしくお答えし
なお、震災の被災世帯や市町村税非課税世帯への「チューナー給付」など
ます。
幾つかの支援策もあります。詳細については下記に問い合わせください。
【日時】 ９月２
５日（日）
地デジに関するご相談は「デジサポ宮城」にご連絡ください。相談・アド
午前１０時～正午
バイスは無料です。お気軽にご相談ください。
【場所】 登米公民館
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
【申込期限】 ５日前まで
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101
興出前相談室

白鳥スマイルキッズデー
参加者募集
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社会福祉法人
職員募集

清山会

【募集職種】
葛介護職員＝５人
※１８歳以上４
５歳以下の人（平成２４
年４月１日現在）、資格は問わず
葛看護師＝若干名
いずれも要普通自動車免許（取得
見込含む）
【勤務場所】
特別養護老人ホーム柳風園
【申込方法】 履歴書を郵送または持
参してください。
【申込期限】 ９月２２日（木）
午後５時必着
【試験日】 １０月８日（土）
【選考方法】 本人に通知します。
【採用年月日】 平成２４年４月１日
その他詳細については下記に問い
合わせください。
【申し込み・問い合わせ】
社会福祉法人清山会事務局
〒９８６－０４
０
１
登米市津山町柳津字黄牛字新山窪
１２
５番地
緯 0225（68）2175

佐沼税務署からのお知らせ
東日本大震災に関する国税のご相談や、国税に関する一般的なご相談
は「電話相談センター」でお答えしています。
税務署にかけた電話は、すべて自動音声によりご案内しており、平成
２３年４月１
９日から、東日本大震災に関する国税のご相談のための専用番
号（０番）を設けています。
東日本大震災に関する国税のご相談は、音声案内に従って番号「０番」
を、それ以外の国税に関する一般的なご相談は「１番」を、個別的なご
相談のための事前予約手続きや税務署からの照会に関する問い合わせは
「２番」を選択してください。
また、東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難して
いる皆さんからの国税に関するご相談などについては、最寄りの税務署
においてもお受けします。
なお、税について知りたいとき、いつでも手軽に税情報を入手できる
「国税庁ホームページ（ht
t
p:
//www.
n
t
a
.
go.
j
p）
」をご利用ください。
【問い合わせ】 佐沼税務署 緯 0220（22）2501
アマチュアの人
【出展申込料】 １作品＝500円
※出展は各部門１人１点
【申込期限】 １０月２０日（木）
【展示会場】
宮城県美術館県民ギャラリー
【展示期間】
１２月１日（木）～４日（日）
※入場料無料
【審査】 各部門専任審査員が審査し
ます。
（表彰式あり）
【申し込み・問い合わせ】
宮城県社会福祉協議会 いきがい
健康課
緯 022（223）1171

登米祝祭劇場
９月のイベント情報

◆野家一行似顔絵展「ニデッペ画」
【日時】 ９月１日（木）～３０日（金）
午前１０時～午後５時
（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の翌
日が休館日となります。
平成23年度
【場所】 レストラン蓮房
税務研修会を開催
【入場料】 無料
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
【日時】 ９月１
５日（木）
◆第１
２回登米市絵本原画展
午後３時～５時
【場所】 ホテルサンシャイン佐沼
すくすく保育研究所からの 【日時】 ９月８日（木）～１１日（日）
午前９時～午後５時
【研修内容】 震災特例法について
お知らせ
（最終日は午後３時まで）
【対象者】 中小企業の経営者、市民
【聴講料】 無料
【場所】 小ホール
【募集人員】 ５０人まで
赤ちゃんとママが主役のイベント 【入場料】 無料
【申込方法】 電話
です。子育ての先輩たちも集結、マ 【問い合わせ】 迫図書館
マの子育てをサポートします。
緯 0220（22）9820
【申込期限】 ９月９日（金）
ぜひ、気軽にご参加ください。
◆劇団ド リーム☆キッズミュージカ
【申し込み・問い合わせ】
ル公演
（社）登米法人会
【日時】 ９月２４日（土）
「星に願いを～森の中のメルヘン」
緯 0220（22）6617
午前９時３０分～正午
【場所】 中田農村環境改善センター 【日時】 ９月１０日（土）、１１日（日）
１０日＝午後６時、１
１日＝午後１時
【対象者】 ０歳～１歳６カ月までの
宮城シニア美術展
乳幼児とその親（兄弟参加の場合 【場所】 大ホール
作品募集
は託児コーナーをご利用ください。
） 【入場料】 大人1,
000円
小中高生500円
【参加費】 500円
（子ども１人当たり）
大人・小中高生ペア1,
300円
【募集対象】 日本画・洋画・書・写真・ 【申し込み・問い合わせ】
未就学児200円
ＮＰＯ法人すくすく保育研究所
工芸の５部門
担当：堀田
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
【テーマ】 自由
緯 090（2999）8253
緯 0220（22）0111
【応募資格】 県内在住の６
０歳以上の
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