①ワード写真入りカレンダーを作っ
てみませんか。
【日時】
１１月８日（火） 午前１０時～正午
１１月１１日（金） 午後７時～９時
『田中資子Mot
okoTanakaハープ演奏会』
②エクセルで健康管理グラフを作っ
世界的ハープ奏者が登米町で音色を披露
てみませんか。
【日時】 １１月６日（日）
①午前１１時～ ②午後２時～
【日時】
１１月１
５日（火） 午前１０時～正午
【場所】 高倉勝子美術館「桜小路」
１１月１８日（金） 午後７時～９時
【料金】 演奏会は無料ですが、入館
①②共通事項
料が必要です。
大人＝200円、高校生＝150円
【場所】 迫にぎわいセンター
小中学生＝100円
【受講料】 2,
000円
【申込方法】 電話
【問い合わせ】 高倉勝子美術館
緯 0220（52）2755
【申込期限】 受講日前日まで
【申し込み・問い合わせ】
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・み
やぎ
１１月のパソコン相談室
緯 0220（２
１）5262

高倉勝子美術館からの
お知らせ

興無料相談室
パソコンの操作方法などの質問に
やさしくお答えします。
【日時】 １１月２０日（日）
午前１０時～正午
【場所】 豊里公民館会議室
【申込期限】 ５日前まで
興パソコン教室

親と子のふれあい
税金クイズ大会を開催
第２回親と子のふれあい税金クイ
ズ大会を行います。
登米法人会では、参加する市内の
小学校３年生以上の児童とご 家族

ご存知ですか？

佐沼税務署からお知らせ
源泉徴収義務者の皆さんへ
平成２
３年分の年末調整関係事務の
説明会を行います。
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
いる源泉徴収義務者の皆さんも出席
することができます。
【日時】 １１月１７日（木）
午後１時３０分～３時３０分
（受付開始は午後１時～）
【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【問い合わせ】 佐沼税務署 法人課
税部門（源泉所得税担当）
緯 0220（22）2501

地デジ相談会のご案内

宮城県のアナログ放送は

来年３月末
来年３月
末 までに
終了します。

地上デジタル放送に関する相談会を下記の日程で開催します。ど
んな相談でも構いませんので、気軽にお越し ください。
【開催日】
迫総合支所

平成２４年４月１日以降、アナログテレビは下のよ
うな画面（砂あらしのような画面）になってしまい
ます。こうならないように、早めに地デジの準備を
してください。
不明な点はデジサポ宮城に問い合わせください。
ザ
僥
僥

100組を募集しています。参加希望
の場合は１
１月７日（月）までに下記
問い合わせ先に申し込みください。
【日時】 １１月１
３日（日）
午前９時３０分～
【場所】 ホテルサンシャイン佐沼
【入場料】 無料
【定員】 ３００人（定員になり次第締切）
【問い合わせ】（社）登米法人会
緯 0220（22）6617

ザ
僥
僥

12月5日（月）
・6日（火）
・12日（月）
・１
３日（火）・
19日（月）
・20日（火）

東和総合支所 １
２月2日（金）
・9日（金）
・16日（金）
中田総合支所 １
２月1日（木）
・8日（木）
・15日（木）
・22日（木）
豊里総合支所 １
２月2日（金）
・9日（金）
・16日（金）
米山総合支所 １
２月5日（月）
・12日（月）
・19日（月）
石越総合支所 １
２月6日（火）
・13日（火）
・20日（火）

津山総合支所 １
２月1日（木）
・8日（木）
・15日（木）
・22日（木）

【会場】 各総合支所１階ロビー
【時間】 午前９時３
０分～午後４時３
０分
※ＮＨＫ受信料全額免除世帯、市町村民税非 ・地デジアド バイザーがご相談にお応えします。ご相談・アド バイス
課税世帯、東日本大震災で半壊以上などの被
などは無料です。
害を受けた世帯へは地デジチューナーが無償 ・会場に行けない人のために戸別訪問も行いますので、希望の場合は
下記へ電話で申し込みください。
で給付されますので、ご相談ください。
【問い合わせ】 デジサポ宮城
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【日時】 １１月１７日（木）
午前１０時～午後３時
【場所】 宮城県栗原合同庁舎３階
第１会議室西側
（栗原市築館藤木５－１）
【対象地域】 登米市・栗原市
【内容】 公営住宅の情報・緊急雇用
創出事業などの求人情報・職業訓
練の情報など
【問い合わせ】 みやぎ求職者総合支
援センター
緯 022（721）0588

１１月は労働保険適用促進
強化期間です
労働者（アルバイトを含む）を１
人でも雇っている事業主は、労働保
険（労災保険・雇用保険）に加入す
る義務があります。
まだ労働保険の加入手続きをして
いない事業主は、瀬峰労働基準監督
署または公共職業安定所（ハロー
ワーク）にご相談ください。
【問い合わせ】 瀬峰労働基準監督署
緯 0228（38）3131
迫公共職業安定所
緯 0220（22）8609

業務改善助成金を
ご活用ください

登米総合支所 １
２月7日（水）
・14日（水）
・21日（水）

南方総合支所 １
２月7日（水）
・14日（水）
・21日（水）

覚

みやぎ求職者総合支援
センター 無料相談会

緯 022（745）1500

次の要件を満たす中小企業事業主
に、業務改善に要した経費の２分の
１（上限100万円・下限５万円）が
助成されます。
①事業場内で最も低い賃金を４年
以内に計画的に時間給または時間
換算額（以下「時間給など」とい
う）で800円以上に引き上げる賃
金改善計画を策定する。
②１年当たり時間給などを４
０円以
上となる引上げを実施する。
③労働者の意見を聴取の上、賃金
制度の整備、就業規則の作成・改
正、労働能率の増進に資する設
備・器具の導入、研修などの業務
改善を実施する。

なお、詳細は問い合わせください。
【問い合わせ】
宮城労働局労働基準部賃金室
緯 022（299）8841

迫支援学校
「ゆめ花祭」を開催
【日時】 １１月１
９日（土）
午前９時４
５分～午後２時１
５分
【場所】 宮城県立迫支援学校
【内容】 演技発表・作品展示・作業
作品販売・バザーなど
【問い合わせ】 宮城県立迫支援学校
緯 0220（22）9484

労働者と事業主のト ラブルは
宮城労働局にご相談を！
個々の労働者と事業主との間のトラブル
の解決について労働局がお手伝いします。
【照会・相談・問い合わせ】
宮城労働局総合労働相談コーナー
緯 022（299）8834

登米祝祭劇場
１１月のイベント情報

◆阿部圭吾 私の撮った花達展
【日時】 １
１月１日（火）～３０日（水）
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。
【場所】 レストラン蓮房
女性の人権ホットライン
【入場料】 無料
強化週間
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆第２０回なかだ音楽祭スペシャル
仙台法務局および宮城県人権擁護
委員連合会では、１１月１４日から２０日 【日時】 １１月１
３日
（日） 午前１０時～
までの７日間、全国一斉「女性の人 【場所】 大ホール
権ホットライン」強化週間を実施し 【入場料】 無料
ます。
【問い合わせ】 中田教育事務所
夫やパートナーからの暴力、職場
緯 0220（34）8081
でのセクハラ、ストーカー行為など、 ◆第１１回みやぎ長持唄全国大会
さまざまな人権問題について、人権 【日時】 １１月２
３日
（祝） 午前１０時～
擁護委員が電話相談に応じます。相 【場所】 大ホール
談は無料で、予約は不要です。
【入場料】 無料
【問い合わせ】 南方教育事務所
【開設日・時間】
緯 0220（58）2880
１１月１４日（月）～１８日（金）
◆第１
３回登米市美術協会展
午前８時３０分～午後７時
１１月１
９日（土）・２０日（日）
【日時】 １
１月３０日
（水）
～１２月４日
（日）
午前１０時～午後５時
午前９時３０分～午後５時
最終日は午後３時まで
【相談電話番号】
0570－070－８
１０
（ナビダ イヤル） 【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
仙台法務局人権擁護部
緯 0220（22）0111
緯 022（225）5739

理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店の
お店選びはＳマーク登録店で ！
Ｓマークは、厚生労働大臣認可の標準約款制度に
従って営業しているお店です。
このＳマークを店頭に表示しているお店なら安心・
安全・衛生が保証され、皆さまの信頼できるお店選び
の大きな目安となります。また万が一の場合、事故賠
償基準に基づいた補償も受けられます。
【問い合わせ】
財団法人 宮城県生活衛生営業指導センター
緯 022（343）8763
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