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問い合わせは、岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）への相談

移動結婚
相談会 	無料	

皆さんのパートナー探しを応援します。専門相談員が相談に応じます。　日時／1月8日㈬　10時～16時　場所／
勤労者活動センター　対象／49歳までの独身の方または結婚適齢者を持つご家族の方　相談時間／1人45分程度

（要事前予約）　申込・問／みやぎ青年婚活サポートセンター（☎022-293-4638（火曜日を除く平日10時～17時））

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15分

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 20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）の虐待・権利擁護に関する相談）

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、022-722-7225）

【虐待通報】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・土曜日 9時～19時

場所 市民活動サポートセンター
（いわぬま市民交流プラザ内）

備考 専門相談対応
13日㈮ 13時30分～16時30分

問 市民活動サポートセンター（☎35-7205）

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 5日㈭ 9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 19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 3日㈫、10日㈫、17日㈫、24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・相談・離婚などの法律に関わる相談）
日時 24日㈫ 13時～16時

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）ボランティア研修室

備考
下記問い合わせ先へ要電話予約
※ 相談される場合は要件がありますので、事前に問

い合わせください。

問 法テラス山元（ 050-3383-0213）

税務相談（相続税など税金に関すること）
日時 9日㈪、17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236）

備考 7のつく日に開催
土・日曜日・祝日の場合は翌開庁日

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・金曜日（祝日を除く） 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）
社会福祉協議会（☎29-3970）

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 平日 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 相談希望日の1週間前15時30分まで下記問い合わ
せ先へ要電話予約

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 平日 9時～17時

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子育て支援センター（みなみプラザ）�（☎36-8762）
③東子育て支援センター� （☎35-7767）

岩沼12月号P22-23相談ひろば_五[22-23].indd   22 2019/11/21   18:40:47



23	 広報いわぬま2019.12月号 広報いわぬま2019.12月号	 22

岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会
　食改員と健康づくりに取り組みませんか。調理実習と健康の
お話で一緒に食生活を見直しましょう。
日時／12月12日㈭　10時~13時30分（受付：9時30分~）
場所／保健センター 2階調理室
定員／先着20人程度　　参加費／300円　
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
※自宅のみそ汁持参で塩分測定します。
申込方法／氏名、お住まいの地区、電話番号を伝えてください
申込締切／12月10日㈫
申込・問／小島（☎24-1719）
 

まちなかセミナー	参加者募集
　お持ち帰り用のクリスマスツリーパンとデザートを作りま
す。2日間とも同じ内容で開催します。
日時／12月14日㈯、15日㈰　10時~13時
場所／cafe 花

か
r
り っ と
itto　　講師／cafe 花

か
r
り っ と
ittoオーナー　齋藤 氏

主催／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
定員／先着15人　　参加費／2,000円（昼食、飲物代を含む）
持ち物／エプロン　　申込開始／12月1日㈰
申込方法／住所、氏名、電話番号、参加人数および参加希望日

を明記の上、下記へ申し込みください
※ファクスのみでの受け付けとなります。
申込・問／最上（☎・  35-7227）
 

筆ペンで楽しもう！しあわせ年賀
ここほっと岩沼12月

　描いてうれしい、もらってうれしい、令和初の年賀状を作り
ましょう。手話通訳があります。
日時／12月14日㈯　13時30分~15時30分
場所／いわぬま市民交流プラザ　　参加費／300円
持ち物／筆ペン（筆タイプ中字のもの）、年賀ハガキ（2～3枚）
※事前予約が必要です。
申込･問／ここほっとネット 沼田（ 090-2020-5602）

クリスマスコンサートを開催します
　市内で活動する団体によるコーラス、ハンドベルの演奏を行
います。ご来場の方には「プチプレゼント」を差し上げます。
日時／12月22日㈰　13時30分（開場：13時）
場所／いわぬま市民交流プラザ　　入場料／300円
出演／混声合唱団 コールあぶくま、声楽・オペラ愛好会 すずの

会、すずハーモニー、ウインド・アンサンブル・ブレーメン
主催／鵜ケ崎親好会　　問／平塚（ 090-8787-0479）
 

朝日山探鳥会		無料	
日にち／12月22日㈰　　場所／朝日山公園
集合場所／朝日山公園第一駐車場（9時集合~11時30分解散）
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）、筆記用具
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
 

エフエムいわぬま	年末年始特別番組
　12月31日㈫の23時～1月1日㈬の2時、竹駒神社境内特別
ブースにて「年末年始特別番組」を放送します。市内駐車場の情
報などをお伝えするほか、多彩なゲストをお迎えしてお送りします。
　現在、番組内でご紹介するメッセージを募集中です。メッセー
ジをお寄せいただいた方の中から、抽選で豪華景品をプレゼン
トします。詳しくは、ホームページ、ツイッターをご覧ください。
問／エフエムいわぬま（☎23-5080、 三色吉字雷神7-1、 

23-5083、 radio@fm779.com）
 

2020年岩沼市民インドアソフトテニス大会
日時／1月26日㈰　9時（受付：8時30分～）
場所／総合体育館
参加資格／市民、市内職場勤務者・団体在籍者、市内学校在籍

者、岩沼市ソフトテニス協会会員
種目／①少年：男・女（中学1・2年生）、②一般：男・女（中

学3年生以上）、③壮年（55歳以上）
※①は各校、男女それぞれ5ペアまで出場できます。
競技方法／国際ルールによるトーナメント戦
　（参加ペア数によってはリーグ戦に変更する場合もあります）
参加費／中学3年生以下：1ペア600円、その他：1ペア2,000

円（当日受付にて徴収）
申込方法／総合体育館に設置している申込用紙に必要事項を記

入の上、総合体育館へ申し込みください
申込締切／1月15日㈬　　問／事務局 村井（☎23-3662）

受付／12月10日㈫　9時から電話にて受け付け　　掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）

2 月 健康増進課からのお知らせ
4 水 子育て支援センターからのお知らせ
6 金 岩沼市議会議員一般選挙について
9 月 教育委員会からのお知らせ

16 月 グリーンピア岩沼からのお知らせ
18 水 年末年始の業務案内
23 月 市民会館インフォメーション
25 水 総合体育館からのお知らせ

12
月
の
主
な
番
組

エ フ エ ム い わ ぬ ま 77.9MHzあるまちの市役所情報
（月～金曜日）12時30分／18時40分　放送中

掲載申込期限／2月号に掲載希望の場合は、12月27日㈮
掲	載申込・問／さわやか市政推進課（☎内線643 

22-2143　 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●シーツカバー〔要相談〕、●羽毛カバー〔要相談〕、●明成高校男子用制服（上着、ズボン、Lサイズ）〔要相談〕、●亘理高校
女子用制服（夏冬一式、LLサイズ）〔要相談〕、●ランドセル（赤）〔要相談〕、●岩沼西中学校女子用制服（Lサイズ、LLサイ
ズ）、かばん、上靴（黄、赤）〔要相談〕、●国語、英語辞書〔要相談〕、●子供用2段ベッド（木製、18年使用）〔無料〕、●パ
ソコンデスク（15年使用）〔無料〕、●パソコンテキスト9冊（ワード、エクセル、パワーポイントなど）〔9冊で2,000円〕、
●DVD（嵐が丘、風と共に去りぬ、新品同様）〔各200円〕、●オイルヒーター（白、新品同様）〔要相談〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●スタッドレスタイヤ4本（155-65R13）〔要相談〕、●使い古しの綿Tシャツ、フェイスタオル、シーツ〔無料〕
※工房あすなろ（ 090-1496-1776、水曜日を除く平日9時~16時30分）に直接ご連絡ください。

ゆずりあいコーナー

みんな ひろばの

募集中
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