【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話
【申込期限】 受講日前日まで
興有料相談室
若者無業者（ニート）やその保護 【日時】 毎週日曜日
者などを対象にした個別相談会です。
午前１０時～正午
【日時】 １０月１
３日（木）
午後１時３０分～３時３０分
午前１０時～午後４時
【会場】 迫にぎわいセンター
【場所】 登米合同庁舎 保健所棟
【相談料】 １時間＝1,
250円
３階会議室
【申込期限】 開催日の前日まで
【申込方法】 電話
興無料相談室
【申込期限】
【日時】 １０月２
３日（日）
１０月１２日（水）午後５時まで
午前１０時～正午
県登米保健福祉事務所
【費用】 無料
【場所】 米谷公民館図書室
（保健所）健康相談など
【問い合わせ】 みやぎ北若者サポー 【申込期限】 ５日前まで
ト ステーション
興出前相談室
緯 0229（21）7022
プライバシーは守られますので、
あなたの自宅にパソコンを持参し、
安心してご相談ください。
相談に応じます。
【１０月の相談日】
【料金】 １コース（４時間）
若者の就職支援
アルコール
精神保健
＝5,
000円
家族教室
福祉相談
出前ジョブカフェ i
n登米 【申し込み・問い合わせ】
１１日（火）
２
８日（金）
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・みやぎ
日時
１
３：３
０～１
５：３
０
１
３：３
０～１
５：３
０
【日時】 １０月１７日（月）、
緯 0220（２
１）5262
１階
１
１
月
１
６
日（水）
、
１
２
月
２
２
日（木）
場所
３階会議室
クリニック室
いずれも午前１０時～午後３時５０分
調停相談会のお知らせ
【相談料】 無料
【場所】 迫公民館
９歳以下の若年求職者また
【会場】 県東部保健福祉事務所登米 【対象】 ３
はフリーターなど
地域事務所
【日時】 １０月１６日（日）
午前９時３０分～午後２時
【内容】 面接対策や書類作成など就
【注意事項】
職活動に役立つセミナーと個別 【場所】 中田農村環境改善センター
必ず予約が必要です。
日程など変更する場合もあります
キャリアカウンセリング（就職相談） 【内容】 家庭（夫婦間）・遺産相続
ので、予約の際に確認してください。 【参加料】 無料
金銭貸借・土地境界・住宅（土地）
貸借に関する問題ほか
【その他】 保健師による相談も随時 【申込方法】 電話（要予約）
受け付けしています。
【申し込み・問い合わせ】
【料金】 無料
みやぎジョブカフェ
【予約先・問い合わせ】
【問い合わせ】
緯 022（217）3562
登米調停協会 （担当：吉田）
県東部保健福祉事務所登米地域事
緯 080（5220）4109
務所 母子・障害班
緯 0220（22）6118

みやぎ北若者サポート
ステーション出前相談会

１０月の
パソコン相談室

年金相談所開設
年金の申請手続き、支払内容、
加入状況など、年金に関する相
談に応じます。
【１
０月の開設日】 １０月２０日（木）
【時間】 午前９時３０分～正午
午後１時～３時３０分
【場所】 迫庁舎１階会議室
【問い合わせ】
古川年金事務所
緯 0229（23）1204
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興パソコン教室
①ワードで地図入り案内状を作って
みませんか。
【日時】
１０月１１日（火） 午前１０時～正午
１０月１４日（金） 午後７時～９時
②エクセルで見積もり・請求書を
作ってみませんか。
【日時】
１０月１８日（火） 午前１０時～正午
１０月２
１日（金） 午後７時～９時
①②共通事項
【場所】 迫にぎわいセンター

行政書士業務無料相談会
宮城県行政書士会仙北支部では、
行政書士業務無料相談会を開催しま
す。予約は不要です。
【日時】 １０月１
５日（土）
午前９時３０分～午後３時
【場所】 迫公民館 視聴覚室
【内容】 ①官公署に提出する書類作
成について②当事者同士で合意し
た内容を文書にするための相談ほか
【問い合わせ】 宮城県行政書士会仙
北支部長 吉田 雅文
緯 0220（34）4706

お月見コンサートの夕べ
ヴァイオリンの美しい音色と日本
では数少ないカウンターテノールの
歌声を 聴きながら、心と 体を リフ
レッシュしませんか。
【日時】 １０月１７日
（月） 午後６時～
開場は午後５時
【場所】 大嶽山興福寺（南方町）
【対象者】 登米市民・南三陸町から
登米市内に避難している人
【問い合わせ】 佐藤 貞興
緯 080（1839）6488

東京混声合唱団メンバーによる
東日本大震災復興支援コンサート

薬 物 乱 用はダ メ！ゼ ッタ イ！！
１
０月１日から１
１月３
０日までは麻薬・覚せい剤乱用防止運動期間です。
今日、薬物の乱用が深刻な社会問題となっています。
きっかけは「一回だけなら…」とか、
「他人に迷惑をかけなければ、個人の
自由では…」といった安易な考えであっても、一度、薬物に手を染めてしま
うと、自分の意志では止めることが難し くなり、心身の健康を害してしまい
ます。そして、家族や周囲の人々に大きな
負担や心労を与えることにもなります。薬
物の乱用は、絶対に許されるものではあり
ません。
この機会に、それぞれの家庭や地域で、
「ダメ。ゼッタイ。
」を合い言葉に、薬物乱
用防止について考えてみてください。
【問い合わせ】
登米地区薬物乱用防止指導員協議会事務局
（宮城県登米保健所内） 緯 0220（22）6120
（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター

し、月曜日が祝日の場合はその翌
日が休館日になります。
【場所】 レストラン蓮房
東京混声合唱団のメンバー４人と
【入場料】 無料
ピアニストによる演奏です。
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
【日時】 １０月２２日（土）
緯 0220（22）0111
午前１０時３０分～
【日時】 １０月２
３日（日）
◆高校生絵画展ｉｎ登米市2011
午後６時３０分～ 開場は午後６時 【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【料金】 南三陸町民は無料、そのほ 【日時】 １０月６日（木）～９日（日）
か一般は500円
【入場料】 無料（要整理券）
午前９時～午後６時
※整理券は祝祭劇場窓口および市 【問い合わせ】 宮城県北芸能振興会
（最終日は午後３時まで）
教育委員会（市役所中田庁舎3階）
会長：佐藤 安宏
【場所】 小ホール
で配布しています。
緯 090（7334）5548
【入場料】 無料
【問い合わせ】
【問い合わせ】 教育委員会
登米市の未来を担う子ども育成実
緯 0220（34）2698
若柳ウィンド・オーケストラ
行委員会
◆ＪＡみやぎ登米
第６回定期演奏会
緯 0220（34）4938
第１４回アグリフェスタ
教育委員会活き生き学校支援室
【日時】 １０月１６日（日）午前９時～
緯 0220（34）2546
【日時】 １０月１６日
（日） 午後２時～ 【場所】 野外劇場ほか
開場は午後１時３０分
【入場料】 無料
【場所】 栗原市若柳総合文化 セン 【問い合わせ】 ＪＡみやぎ登米
緯 0220（22）8211
ター「ドリーム・パル」
事業主の皆さんへ
◆登米市中学校音楽文化祭
【入場料】 300円
※小学生以下は無料
【日時】 １０月２６日（水）
午前９時３０分～
雑平成２４年３月新規学校卒業者を対 【問い合わせ】
若柳ウィンド・オーケストラ
象とする「就職面接会」への参加企
【場所】 大ホール
団長：川村
業募集のお願い
【入場料】 無料
緯 090（1068）1923
新規高等学校卒業者を対象とする
【問い合わせ】 佐沼中学校
採用選考がすでに開始されています。
緯 0220（22）2760
その上で「就職面接会」を１０月２８日
◆宮城いきいき学園登米栗原校
登米祝祭劇場
（金）に大崎市古川「芙蓉閣」で行い
第９回文化祭
10月のイベント情報
ます。
【日時】 １０月３０日（日）
新規卒業者の採用計画がありまし
小ホール＝午前１０時～
たら、ぜひこの機会にご参加くださ
大ホール＝午後１時～
◆とめ写真サークル とめの彩り展
い。皆さんのご協力をお願いします。 【日時】 １０月１日（土）～２８日（金） 【場所】 小ホール・大ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】
午前１０時～午後５時
【問い合わせ】 宮城県社会福祉協議会
ハローワーク迫 学卒担当
（最終日は正午まで）
緯 0220（22）8609
※毎週月曜日は休館日です。ただ
緯 022（225）8477

南三陸町大震災復興
チャリティ芸能祭
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