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障害者しごと相談
【相談日時】 １０月２
５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
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。

１４日＝佐竹孝行（司法書士）
２８日＝開発健次（弁護士）
雑多重債務１１０番の日
【日時】 葛１０月１１日（火）、２４日（月）
午前９時～午後７時
１０月１６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

市立佐沼病院 がん相談支援室
（地域医療連携室内）
緯 0220（22）5511（代表）
胃 0220（20）7122 (
直通)

▲ゆったりとお茶を飲みながら自由に過
ごせる場所です。

夜間相談窓口開設日

納税に関する相談に応じます。
【日時】 １０月２７日（木）
「ホッとサロンとめ」に
午後８時まで
参加してみませんか
【場所】 市役所迫庁舎１階
総務部税務課 徴収対策係
【対象者】 がん患者と家族（部位、 【問い合わせ】
性別は問わない）ボランティア等
総務部税務課 徴収対策係
緯 0220（22）2169
【開催日】
回
第７回
第８回
第９回

月 日
１
０月１
７日（月）
１１月１
４日（月）
１
２月１
２日（月）

【開催時間】 午後１時～３時
【開催場所】 登米保健センター
多重債務者無料法律相談
１階会議室
と多重債務110番の日
【内容】 お茶を飲みながら、悩みや
不安を語り合い、情報交換をしま
す。具体的には、がんと闘い共に
雑多重債務者無料法律相談
生きていく上での悩みや生活の不
【日時】 １０月１４日（金）、２８日（金）
安、治療の疑問などについて話し
午後１時１
５分～４時１
５分
合います。
【場所】 迫にぎわいセンター
※事前に予約が必要です。
【参加費】 １人＝100円（お茶代）
【担当弁護士・司法書士】
【問い合わせ】

るるぱパソコン講習会
受講生募集
雑表計算初級講習
【日時】 １０月２
５日（火）～２７日（木）
午後７時～９時
【場所】 登米公民館
【内容】 数値や数式の入力による表
計算、オート フ ィルやデ ータコ
ピー、基本的な罫線や表作成、簡
単な関数などの勉強をします。
【受講対象】 入門講習を受講した人
または同程度の知識のある人。
【申込対象者】 市内に在住または勤
務している人（同一講習経験のな
い人が優先）
【定員】 １８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度
（受講時テキスト代）
【受け付け】 １０月１２日（水）
午前9時から受け付けを開始します。
【申し込み・問い合わせ】
南方住民情報センター「るるぱ」
緯 0220（58）5557
開館日＝火曜日～日曜日・祝日の
午前９時～５時まで
休館日＝月曜日（月曜日が休日の
場合は、火曜日）

１０月の普通救命講習会
市営住宅入居者募集
【日時】 １０月１６日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 １０月１１日（火）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

◆米山今泉住宅１棟１
７号
（米山町字桜岡今泉３
９番地２）
募集戸数 １戸
（２ＤＫ）
家賃月額 14，800円～22，100円
駐車場 あり
【募集対象者】
現に住宅に困っている世帯
【入居資格】
①入居収入基準が15.
8万円以下で

農業委員会からのお知らせ
農業委員会からのお知ら
せ
農地利用状況調査（農地パト ロール）の実施について
遊休農地（耕作放棄地）は全国的に増加し、病害虫の発生の原因にな
るなど周辺地域の営農環境や生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
これまでも、毎年、農地などの汚染につながる不法投棄や農地の無断
転用の発見、防止の観点から農地パトロールを行ってきたところですが、
平成２
１年１２月に施行された農地法の改正により、農業委員会は、管内の
農地の「利用状況」を調査・把握し、遊休農地など（荒らし作りなどの
低利用農地含む）の所有者に対し、農地として適正に利用するよう、指
導することが定められました。（農地法第30条）
このことから農業委員会では、私たちが生きるためにに欠かせない食
料の生産基盤である「優良農地」の確保と農地の有効利用を図るため、
また、農地などの汚染につながる産業廃棄物の不法投棄や農地の無断転
用の発見、防止のため、市内一斉に農地利用状況調査（農地パトロール）
を実施しますので、ご協力をお願いします。
【時期】 平成２
３年１０月下旬～１１月末日までの間
【調査員】 農業委員、農業委員会業務推進協力員、担当職員
【対象地】 市内全域の農地
【問い合わせ】
農業委員会事務局 農地管理係 緯 0220（34）2317

あること（小学校就学前の子ども
は、
申し込みできません。
のいる世帯、身体障がい者、６
０歳
⑤申込者または同居予定者が暴力
以上の人は２
１.
4万円以下）。
団員でないこと。
※収入基準の算出は、入居予定者 【申し込み】 各総合支所市民課（中
田総合支所を除く）および建設部
の合計所得から世帯主以外の入居
住宅都市整備課で受け付けします。
予定者１人につき３８万円を控除し、
※各住宅に重複して申し込みする
１２カ月で割った金額。
ことはできません。
②同居する親族がいること（婚姻
【申込期限】 １０月１７日（月）
予定も可）。
※原則として単身での入居はでき 【問い合わせ】
建設部住宅都市整備課
ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
住宅管理係
特例として平成１８年４月１日現在
緯 0220（34）2316
で５０歳以上の人も可）
、
身体障がい
者
（１～４級）
・精神・知的障がい者は
単身入居することができます。
③入居者全員に市税の滞納がない
こと。
④現に市営住宅に入居している人
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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」
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