市営住宅入居者募集
◆中田加賀野住宅９号
（中田町石森字加賀野一丁目１２番
地３）
募集戸数 １戸（４ＤＫ）
家賃月額 ２4０
,00円～35,
800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
万円以下であること（小学校就学
前の子どものいる世帯、身体障が
い者、
６
０歳以上の人は２
１.
4万円以下）
。
②同居する親族がいること（婚姻
予定も可）。
※原則として単身での入居はでき
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】

夜間相談窓口開設日
市税、税外４債権（住宅使用料・
保育料・幼稚園授業料・給食費）に
関する納付相談に応じます。
【日時】 ２月２
３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

２月の普通救命講習会
【日時】 ２月１
９日（日)
午前９時～正午
【場所】 消防防災センター
【申込期限】 ２月１
３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

るるぱパソコン講習会
受講生募集
表計算初級講習
【日時】 ２月２
１日（火）～２
３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。
パワーポイント初級講習
【日時】 ３月６日（火）～８日（木）
午後７時～９時
【内容】 プレゼンテーションソフト
の基礎知識から簡単な資料の作成、
基本操作について勉強します。
共通事項
【受講資格】 入門講座を受講した人
または同程度の知識のある人
【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）
【場所】 南方住民情報センター「る
るぱ」
（市役所南方庁舎２階）
【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】 ２月８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
▼
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各総合支所市民課および建設部住
宅都市整備課
【申込期限】 ２月１
５日（水）期限厳守
【問い合わせ】
建設部住宅都市整備課 住宅管理係
0220（34）2316

ーあなたの財産を守るためにー

ＡＴＭの利用限度額を
引き下げましょう
振り込め詐欺は、誰もが被害者
になる可能性があります。そこで、
万が一の被害に備え、生活の不便
に なら ない 程度でATMの利用限
度額を引き下げ、あなたの大切な
財産を守りましょう。
※利用限度額の引き下げについては
各金融機関に問い合わせください。
振り込め詐欺の相談は＃９１１０
または最寄りの警察署へ

障害者しごと相談
【相談日時】 ２月２８日（火）
午前 ①９時３０分～ ②１
１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

２月の
多重債務110番の日
雑多重債務者無料法律相談
【日時】 ２月１０日（金）、２４日（金）
午後１時１
５分～４時
【場所】 迫にぎわいセンター
※事前に予約が必要です。
【担当弁護士・司法書士】
しょう いち
１０日＝柳渕 けん
勝一
（司法書士）
じ
２４日＝開発健次（弁護士）
雑多重債務１１０番の日
【日時】 葛２月１
３日（月）、２７日（月）
午前９時～午後７時
葛２月１
９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・日曜日・祝日・年末
年始を除く）
【場所】 市役所中田庁舎２階
【相談料】 無料

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市が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
【公売日程】 ２月１０日（金）市役所・各総合支所の掲示場に公示します。
２月１３日（月）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】 ２月１３日（月）午後１時～２４日（金）午後１
１時
【入札期間】 ３月２日（金）午後１時～４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

【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

「登米市くらしの便利帳」
への広告を募集

細は、下記に問い合わせください。
葛NTT番号情報（株）東北営業本部
 0120－130208
（通話料無料、平日午前９時～午後
５時）

「登米圏域園芸特産振興
研修会」を開催します

市では９月に、市の仕事の担当窓
口や、各種制度内容などを掲載した
市内園芸農家を対象とした登米圏
「くらしの便利帳」
をＮＴＴの電話帳
域園芸特産振興研修会を開催します。
（タウンページ）
と合冊した形態で発 【日時】 ２月２７日
（月）
午後１時３０分
行します。この便利帳は、市とＮＴ 【場所】 中田農村環境改善センター
Ｔ番号情報（株）との共同事業とし 【対象者】 市内園芸農家、関係機関
て発行し、発行経費にはすべて広告
・団体など
収入をもって充てます。
【内容】 講演
５月中旬までの期間に、
「くらし
テーマ：土づくり講習会（仮題）
いつ お
の便利帳」への広告掲載（有料）の
講師：後藤逸男さん（東京農業大
ご提案とご案内に、ＮＴＴ番号情報
学応用生物科学部生産環境化学研
（株）の担当者が市内の商店・事業所
究室教授）
を訪問する予定になっていますので、 【申込方法】 電話
ご協力をお願いします。
【申込期限】 ２月２
２日（水）
【問い合わせ】
【申し込み・問い合わせ】
企画部企画政策課 企画政策係
産業経済部農産園芸畜産課 農産
緯 0220（22）2147
園芸振興係
※広告枠の大きさや費用などの詳
緯 0220（34）2713
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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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