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3 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

家庭児童（児童虐待・DVなど）

日時 平日 8時30分～17時15分
場所・電話・問 子ども福祉課（☎内線395）

青少年（学校・家庭生活・異性問題や交友関係など）・教育（不登校いじめなど）

日時 平日 9時～12時、13時～16時

場所・電話
総合福祉センター（ あいプラザ）内　青少年室・教
育相談センター（ヤングテレホン相談員専用電話
☎22-3333） 

問 生涯学習課（☎内線572・573） 

高齢者の介護予防・介護などに関すること
認知症に関すること
高齢者の虐待通報・権利擁護・介護者支援の相談

日時 平日 8時30分～17時

場所・電話

【西小学区】岩沼西地域包括支援センター（☎36-7266）
【岩小学区】岩沼市社会福祉協議会
　　　　　  地域包括支援センター（☎25-6834）

【南小学区】南東北地域包括支援センター （☎23-7543）
【玉小学区】マリンホーム地域包括支援センター

（☎25-6656）
備考 相談・通報窓口は、日常生活圏域（小学校区）ごとにあります

問 介護福祉課（☎24-3016）

身体・知的障害者（児）しょうがいふくしそうだんかい
（身体・知的障害者（児）の生活などに関する相談）

日時 23日㈮ 10時～15時
場所 総合福祉センター（ あいプラザ）相談室

備考 担当：岩沼市身体障害者相談員　森
（☎080-1667-0480）

問 社会福祉課（☎内線358）

障害者（児）（障害者（児）の生活など）

日時 平日 9時～17時

場所・電話
【相談窓口】宮城福祉オンブズネット「エール」
岩沼市相談専門（☎022-796-8228）

【虐待通報】市役所3階社会福祉課（☎内線352）
問 社会福祉課（☎内線352）

障害者（児）（障害を理由とする差別に関する相談　
①※市によるもの②※民間事業者によるもの。）

日時 平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 ①さわやか市政推進課（☎内線643）
②社会福祉課（☎内線352）

市民活動（市民活動に関すること）

日時
平日・土曜 9時～19時（水曜は休館）
休日・祝日 9時～17時

（ただし旧勤労青少年ホームの休館時はお休みします）
場所・電話 市民活動サポートセンター（☎35-7205）

備考 専門相談対応
9日㈮13時30分～16時30分

問 市民活動サポートセンター（☎35-7205）
さわやか市政推進課（☎内線642・644）

人権（近隣トラブル・女性や高齢者などをめぐる人権に関すること）

日時 1日㈭ 13時～16時
場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

行政（国や県に対する苦情・要望）

日時 15日㈭ 9時～15時
場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）

日時 6日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫ 9時～15時
場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

巡回無料法律相談 （賃借・契約・相続・離婚など法律に関わる相談）

日時 27日㈫ 10時～16時
場所 総合福祉センター（ あいプラザ）小会議室
備考 下記問い合わせ先へ要電話予約 

問 社会福祉課（☎内線353）
※相談は仙台弁護士会が対応します。

税務相談（相続税など税金に関すること）

日時 7のつく日 9時～15時
休日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）
備考 7日㈬、19日㈪、27日㈫に開催
問 税務課（☎内線243）

消費生活（架空請求や契約のトラブルなど消費生活に関すること）

日時 毎週月・水・金（祝日は除く） 9時～15時
場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 商工観光課（☎内線323）

生活困窮（生活保護制度など社会保障制度に関すること）

日時 平日 8時30分～17時15分 
場所・電話・問 社会福祉課（☎内線353・354） 

ひとり親・寡婦相談（ひとり親・寡婦家庭生活に関すること）

日時 12日㈪ 10時～15時
場所 塩釜保健所岩沼支所相談室（中央三丁目1-18）
備考 9日㈮15時30分まで下記問い合わせ先へ要予約

問 仙台保健福祉事務所塩釜保健所
（☎022-363-5507）

子育て（子育てに関すること） 

日時 ①平日 9時～17時、②平日9時～16時30分

場所・電話・問

①地域子育て支援センターひよこプラザ（岩沼保育園）
（☎24-1358） 

②岩沼市子育て支援センター（みなみプラザ）
（☎36-8762）
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復興コンサート　花と希望と	in岩沼
　入場無料となっています。ぜひお越しください。
日時／3月3日㈯　15時開演（開場：14時30分）
場所／玉浦コミュニティセンター 多目的ホール
主催／国際親善音楽交流協会
出演／岩沼童謡クラブ、金沢市合唱団
　森明子・小野綾子（ソプラノ）、奥村泰憲（アルト）
　松下麻奈美・古積郁子（ピアノ）
曲目／花のまわりで、故郷の四季、花は咲く ほか
問／津田（☎22-1441）
 
岩沼市観光ボランティアガイドの会	会員募集

　市民や観光客に対し、市内の観光・歴史スポットの案内
をしてくれる方を募集します。団体や個人の依頼によるガ
イドのほか、テーマを設けた企画型ガイドや調査勉強会な
ども年数回実施しています。
募集期間／3月30日㈮　※その後も随時受け付けます。
申込・問／観光物産協会（商工観光課内　☎内線323）
 

触れ合い遊び・リトミック
　お子さんの成長に合わせた触れ合い遊びに参加しません
か。気になる方は、お気軽にお問い合わせください。（要予約）
日時／3月4日㈰　9時25分～10時5分（～満2歳）、
　10時35分～11時15分（2歳～満3歳）、
　11時40分～12時20分（3歳～未就学児対象）
場所／たけくま集会所
参加費／1,000円（お子様1人につき）
申込・問／ドミナント音楽教室・田中音楽教室
　田中（ 080-1984-5121）
 

あなたの心に寄りそう　傾聴サロン
　誰かとゆっくり話がしたい。悩みを聞いてほしい、自分
のことをわかってほしいなど、心の内を話しに来ませんか。
当会のカウンセラーが対応します。（要予約）
日時／3月14日㈬（毎月第3水曜日）　10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
※個別対面で相談は無料です。
主催／NPO法人 仙台傾聴の会
申込・問／森山（ 090-6253-5640）
 

太極拳無料体験会のお知らせ
　太極拳を知っていただくため、3月に各教室で無料体験
会を実施します。運動のできる服装でおいでください。
団体／①大河、②風雅、③朋友
練習日／①毎週火曜日　13時30分～、19時～、 

②毎週金曜日　13時30分～、③毎週土曜日　9時30分～
場所／①市民会館、②土ケ崎集会所、③勤労者活動センター
問／岩沼市太極拳協会 加茂（☎24-6259（19時以降））
 

童謡サークル「秋
コスモス

桜」会員募集
　懐かしい唱歌、童謡などを楽しく歌っています。
練習日時／毎月第1・3水曜日　10時～12時
場所／勤労者活動センター 音楽室（ハナトピア向かい）
申込・問／米内（☎24-1304）

無料体験レッスン　女声合唱団「もでら～と」
日時／3月12日㈪、19日㈪、26日㈪　9時45分～11時45分
場所／西公民館 集会所　　指導／高橋 恵美 氏
練習曲目／花、花は咲く、銀色の道　　申込締切／3月9日㈮
申込・問／宇津井（ 090-5835-8133）
 

廃食油提供者募集（個人・法人）
　平成29年4月～30年1月に「いわぬまバイオ・リサイク
ルオイル協議会」で行っていた回収実績はドラム缶で52本
相当でした。ご協力ありがとうございました。
　新年度からはひまわりホームで、ご家庭、店舗などで廃
棄される使用済み食用油の回収を始めます。それに伴い、
回収拠点となってご協力いただける方を募集します。ま
た、回収いただいた食用油は定期的にひまわりホームが回
収いたします。
申込・問／（公社）青年海外協力協会 岩沼市障害者地域就

労支援センターひまわりホーム 佐々木（☎24-5841）
 

レッツいわぬまスポーツネット会員募集
◆大人向け運動教室（1期15,000円）月5,000円
　平日の日中と夜間に行われている8教室＋不定期開催の
単発教室が受け放題になります。1期中に55回以上開催し
ます。

（エアロビ、ズンバ、リンパマッサージ、健康体操、ヨガなど）
【無料体験会：3月5日～15日に開催される全教室（要申し込み）】
◆膝腰に優しい♪モビバン×健康体操サークル

【無料体験会：3月15日、19日】（日程は4月にHPへ）
◆キッズヒップホップ教室（小・中学生）

【無料体験会：4月5日、6日】（通常体験随時1回1,000円）
◆発育促進リズム体操教室（4歳～小学2年生）

【無料体験会：4月5日】（通常体験随時1回500円）
◆わいわいシニア教室（50歳以上）4月12日からスタート
※ 日程・会費などの詳細は、電話またはHPでご確認ください。
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット事務局
　（市民体育センター内　☎23-9355）
 

第7回	武隈の里ひな人形まつり
　中心商店街や公共施設など、市内60カ所につるし雛

びな
や折

り紙で作成したつるし飾りを展示します。有料特別イベント
や、豪華商品が当たるひな人形まつりラリーも実施します。
期間／3月1日㈭～30日㈮
オープニングセレモニー／
　3月4日㈰　10時開演　岩沼土地開発前
　和太鼓演奏（岩沼潮騒太鼓）　入場無料
有料特別イベント／いずれも13時30分開演
　①3月10日㈯　東日本大震災追悼バイオリンコンサート
　②3月18日㈰　アイリッシュハープコンサート
　③3月24日㈯　S

ソ ニ ド

onido d
デ

e ひなまつり
※特別イベントの会場は、①③は岩沼教会。②は高養様宅。
　共通入場券は2,000円で猪股時計店にて販売。
　当日券は1回につき1,500円。ただし、①については無料。
問／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット 及川
　（ 080-1810-4090）

凡 

例
Eメールアドレス
ホームページHPみんな ひろばの

リサイクル情報コーナー
家で眠っているモノ、捨てるにはもったいないモノ、生かしてみませんか？

○譲ります　〔　　〕は希望価格
●EPSONプリンター（カラリオPF-70、3年前購入、数回使用、動作問題なし）〔3,000円〕　●本棚（色：ナチュラル、20年使用、
美品、棚移動可、高さ1.8m×幅0.45m×奥行き0.3m）〔無料〕　●テーブル（だ円形、色：ブラウン、高さ0.4m×幅1.2m×

奥行き0.6m）〔無料〕　●洋服箪
だん

笥
す

（2段引き出し有、高さ1.8m×幅1m×奥行き0.6m）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●使い古しのフェイスタオル〔無料〕※工房あすなろ（☎内線787、水曜日を除く平日の9時～16時30分）に直接ご連絡ください。

※3月8日㈭　8時30分から電話にて受け付けします。

ゆずり
あい

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）
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