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月 の 相 談3 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 22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355）

障害者（児）（障害者（児）の生活など）
日時 平日 9時～17時（要電話予約）

場所
①ぱれっと
②県南ありのまま舎
③さんてらす

問 ①☎24-1712、②☎36-8578、③☎29-4587

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
8日㈮、23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 7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 14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 5日㈫、12日㈫、19日㈫、26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 26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日㈭、18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） 

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 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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健康まぁじゃん教室	参加者募集
　認知症予防のための健康まぁじゃん教室です。
　未経験の方から経験者の方までクラスが選択できます。
無料体験教室／3月14日㈭　13時、21日㈭　10時
場所／たけくま集会所（たけくま一丁目8-3）
定員／先着16人　　申込締切／3月12日㈫
申込・問／日本認知症予防マージャン協会（☎022-224-8778）
 
混声合唱団コールあぶくま	無料体験レッスン

日時／3月9日㈯、16日㈯、23日㈯ 
　13時30分～15時30分
場所／旧勤労青少年ホーム（市役所北側） 集会室
指導／佐藤 玲子 氏（合唱）、熊谷 江美子 氏（ピアノ）
申込締切／3月7日㈭
※男性パート歓迎です。
申込・問／嶋貫（☎22-5676）、佐藤（☎22-4220）
 

コミュニケーション麻雀	参加者募集
　大きな牌を使い、簡単なルールです。初めての方も、す
ぐに皆とオシャベリをしながら、一緒に大勢で楽しみます。
日時／3月18日㈪　13時30分～15時
会場／総合福祉センター（ あいプラザ）2階大会議室
参加費／100円（お茶代として）　　主催／リーチの会
※申し込みは不要です。
問／髙澤（ 080-4510-2325）
 
職人に学ぶ！りんご酢と漬物といきるということ

　りんご酢の醸造元で、漬物道場師範の講師のお話を、お
にぎりや漬け物を食べながら聴きませんか。
日時／3月23日㈯　13時30分～15時30分
会場／総合福祉センター（ あいプラザ）
参加費／300円（要事前申し込み）
申込・問／ここほっとネット 沼田（ 090-2020-5602）
 
不用になったランドセル提供をお願いいたします

　日本で役目を終えたランドセルを提供いただき、海外（ア
フガニスタンなど）の子どもたちに役立てていただきます。
回収日／3月23日㈯　10時～14時（時間厳守）
回収場所／猪股時計店1階
※破損していない豚革不使用のものに限る。
　 提供にあたり、メッセージなどを添えていただけますと

幸いです。
主催／ボランティアグループ「ぐるーぷ笑顔」
問／布田（ 090-8423-7530）

すずの会	音の扉♯6
　オペラ音楽をはじめ、数々の名曲を歌います。コーヒー
を飲みながら、午後のひととき、リラックスして音楽を楽
しみませんか。
日時／3月30日㈯　14時～（開場：13時30分～）
場所／ポラーノ（本町1-16）　　定員／30人
チケット／800円（コーヒー・お菓子代込み）
申込・問／佐藤（ 090-1931-1310）
 
スポーツ教室	参加者募集（3月は無料体験あり）
●レッツサッカー教室（小学生男女対象）
日程／週2回（月8～10回）開催
時間／17時～19時　　場所／グリーンピア岩沼 ほか
会費／月2,500円+保険料など
●リズム体操教室（4歳～小学2年生男女対象）
日時／毎週木曜日　16時～16時40分
場所／市民体育センター　　会費／月4,000円+保険料など
●ヒップホップダンス教室（小学生男女対象）
日時／毎週木曜日　初級：16時45分～17時45分
　中級：17時55分～18時55分
場所／市民体育センター　　会費／月5,000円+保険料など
※ このほかにも各種教室を開催中です。詳しくは、問い合

わせまたはホームページをご覧ください。
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット（体育センター内）
　（☎ 23-9355　 lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
 

岩沼市ソフトテニス協会からのご案内
●岩沼市ジュニアソフトテニスクラブ（教室）参加者募集
日時／4月～10月　原則第1・2・3日曜日（振替あり）
　13時～15時（希望者は17時まで）
※原則、ほとんどの教室に参加できること。
場所／朝日山テニスコート（C・Dコート）
対象／市内の小学4～6年生（4月時点）
内容／初級：基礎的なサーブ、ストロークとルール、クラ

ブ内での試合もできるよう目指す（初心者も対象）
　 上級：技術的なことに加え、戦術的なことも学び、希望

者は大会などにも出場する
募集定員／20人（定員になり次第、締め切り）
会費／月1,000円　
申込方法／3月13日㈬まで総合体育館へ申し込み
●第27回岩沼市民春季ソフトテニス大会	参加者募集
日時／4月27日㈯　9時30分～（受付：8時45分～）
　（雨天時は5月11日㈯に順延）
場所／グリーンピア岩沼 テニスコート
参加資格／市民、市内に勤務されている方、市内学校や団

体在籍者、市ソフトテニス協会員
種目／一般（男女）、壮年（満55歳以上）、少年（小・中学生 男女）
参加料／一般・壮年の部：1ペア2,000円、少年の部：1ペア

800円（当日徴収、小学生は所属クラブ監督推薦を要する）
申込方法／4月17日㈬まで総合体育館へ申し込み
　（中学生は各学校でまとめて申し込みください）
問／岩沼市ソフトテニス協会事務局　村井（☎23-3662）

受付開始／3月5日㈫　9時～電話にて受け付け　　掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）

凡 

例
Eメールアドレス
ホームページHP

ゆずりあいコーナー

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●ラケットカバー（テニス兼バドミントン2点）〔新品500円、新品同様300円〕、●YONEX試合用ウェア（上下各2点、新品
同様）〔各1,500円〕、●丸えりブラウス（中学生用Lサイズ3点、長袖2点、使用感あり）〔各300円〕、●パイプ
ベッド（シングル、へこみあり）〔1,000円〕、●ドライブレコーダー（360度用1台、前面用1台、新品同様）〔要
相談〕、●高圧洗浄機（日立製、タンク2台、バッテリー2台、新品同様）〔要相談〕、●冬タイヤ（ブリヂストン製、
185/65-880 アルミホイル付き4本セット、新品同様）〔要相談〕、●風呂水ポンプ（シャープ製、流通コード：
2103960116、4m、未使用）〔1,000円〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●卓上ミシン〔要相談〕、●玉浦中学校ジャージ（男子用、175cm程度）〔無料〕、●使い古しのバスタオル、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。

みんな ひろばの

募集中
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