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障害者しごと相談
【相談日時】 １１月２
９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。

多重債務者無料法律相談
と多重債務110番の日

１１日＝佐竹孝
行（司法書士）
つよし
２
５日＝及川毅（弁護士）
雑多重債務１１０番の日
【日時】 １１月１４日（月）、２８日（月）
午前９時～午後７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

夜間相談窓口開設日
納税に関する相談に応じます。
【日時】 １１月２４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

るるぱパソコン講習会
受講生募集

文書作成初級講習
【日時】
１１月２
９日（火）～１２月１日（木）
雑多重債務者無料法律相談
午後７時～９時
【日時】 １１月１１日（金）、２
５日（金）
午後１時１
５分～４時１
５分
【内容】 文書作成ソフトの基本用語、
基本操作について日常の文書など
【場所】 迫にぎわいセンター
の作成を中心に初級操作を勉強し
※事前に予約が必要です。
ます。
【担当弁護士・司法書士】

【場所】 南方住民情報センター
表計算初級講習
【日時】 １２月６日（火）～８日（木）
午後７時～９時
【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。
【場所】 南方住民情報センター
、共通事項
【対象者】 市民または市内に勤務し
ている人（同一講習経験のない人
が優先）
【受講資格】 入門講習を受講した人、
または同程度の知識がある人
【定員】 各１８人（先着順）
【参加費】 1,
000円程度（テキスト代）
【電話申込受付日】
１１月１６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～日曜日・祝日の
午前９時～午後５時まで
▼休館日＝月曜日（月曜日が休日
の場合は、火曜日）

振り込め詐欺などの
不審電話に注意！
最近、振り込め詐欺や個人情
報を聞き出すなどといった不審
電話が多発しています。

振り込めは
あわてず いそがず
まず相談！
相談は＃９１１０
または最寄りの警察署へ

１１月の普通救命講習会
【日時】 １１月２０日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 １１月１４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

市営住宅入居者募集

ませんが、６
０歳以上の人
（ただし、
特例として平成１８年４月１日現在
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
は、申し込みできません。
⑤申込者または同居予定者が暴力
団員でないこと。
【申し込み】
各総合支所市民課（中田総合支所
を除く）および建設部住宅都市整
備課で受け付けします。
※各住宅に重複して申し込みする
ことはできません。
【申込期限】 １１月１
５日（火）
【問い合わせ】
建設部住宅都市整備課
住宅管理係
緯 0220（34）2316

◆東和城内住宅１号
（東和町米谷字根郭１
１６番地３）
募集戸数 １戸
（３ＤＫ）
家賃月額 13，400円～20，000円
駐車場 なし
「キッズエンジョイスクール」
◆石越駅前住宅１４号
（キッズフィットネス）
５７番地２）
（石越町南郷字小谷地前１
募集戸数 １戸
（３Ｋ）
市民プールでは、新規スタジオ事
８00円～８，
７00円
家賃月額 ５，
業「キッズ エンジ ョ イスクール」
駐車場 なし
（キッズフィットネス）
に参加する元
【募集対象者】
気な小学生を募集しています。
現に住宅に困っている世帯
【日時】 毎週土曜日（月４回）
【入居資格】
午後３時～４時
①入居収入基準が15.
8万円以下で
あること（小学校就学前の子ども 【場所】 市民プール
のいる世帯、身体障がい者、６
０歳 【対象】 小学生
【定員】 １０人
以上の人は２
１.
4万円以下）。
000円（月４回開催）
※収入基準の算出は、入居予定者 【月会費】 4,
の合計所得から世帯主以外の入居 【申込方法】
参加費を添えて直接 市 民プ ール
予定者１人につき３８万円を控除し、
受付に申し込みください。
１２カ月で割った金額。
【問い合わせ】
②同居する親族がいること（婚姻
市民プール
予定も可）。
緯 0220（22）5492
※原則として単身での入居はでき

インターネット公売を
実施します
市税などの滞納により差し押さえ
た動産をインターネット公売（せり
売り）で売却します。
【公売方法】 せり売り
【公売場所】 ヤフー株式会社が提供
する公売に関するインターネット
オークションシステム上
【URL】 ht
t
p:
/
/
koubai
.
auct
i
ons
.
yahoo.
co.
j
p
【日程】 １
１月４日（金）各総合支所
の掲示板に公示します。
また、午後１時から インターネッ
トで閲覧が可能になります。
【参加申込期間】
１１月４日
（金）
午後１時～１７日
（木）
午後１１時
【入札期間】
１１月２
５日
（金）
午後１時～２７日
（日）
午後１１時
【問い合わせ】
総務部税務課 徴収対策係
緯 0220（22）2169

市民バス津山線の時刻変更のお知らせ
１１月７日（月）から、津山線上り
第１便と下り第２便の時刻を以下の
とお り変更し ます。なお、上 り第
３・５・７・９便および下り４・６・
８・１
０・１
２便の時刻変更はありません。
【上り（第１便）
】
竹の沢～ミヤコーバス佐沼営業所間のす
べての停留所で発車時刻を５分早めます。
【下り（第２便）
】
ミヤコーバス佐沼営業所～竹の沢
間のすべての停留所で発車時刻を
５分早めます。
【問い合わせ】
企画部市民活動支援課
緯 0220（22）2173
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