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問い合わせは、岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）への相談
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 31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（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
10日㈮、25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 9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 16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 7日㈫、14日㈫、21日㈫、28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 28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㈫、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） 

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）
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お琴体験教室
日時／5月4日㈯、11日㈯、25日㈯　いずれも13時30分
場所／西公民館 小会議室　　講師／生田流 琴音会
申込・問／桜場（ 090-3937-8658）
 
セミナー「リトミックってなあに？」（要予約）

　リトミックについてのセミナーを開催します。お子さん連れ
での参加もできます。保育士、リトミックに興味のある方は大
歓迎です。セミナー後には、ティータイムもあります。
日時／5月6日㈪　10時～（開場：9時30分）
場所／玉浦コミュニティセンター
参加費／800円（会場代、お茶代含む）
申込・問／田中（ 080-1984-5121、 gogo.dominant@

gmail.com）
 

ウィンドアンサンブルブレーメン	
第5回定期演奏会「昼下がりの音楽会」		無料	

日時／5月11日㈯　13時30分～（開場：13時）
場所／市民会館 中ホール　　問／佐藤（ 080-3336-7050）
 

岩沼山草会	春の展示会
　岩沼山草会では、会員を募集しています。山野草に興味のある
方は、園芸種にはない山野草のかれんな花々を育ててみませんか。
日時／5月25日㈯　9時～17時、26日㈰　9時～16時　
場所／ハナトピア岩沼 研修室　　主催／岩沼山草会
問／大久保（☎23-3122）
 

いわぬまギターサークル・アミーゴ	
第26回定期演奏会		無料	

　ギターの合奏、重奏、独奏の演奏会を開催します。ギター音
楽をお楽しみください。
日時／6月2日㈰　14時～　　場所／市民会館 大ホール
曲目／アルハンブラの思い出、闘牛士のマンボ、コンドルは飛

んで行く、荒城の月など
問／高橋（☎23-2786）
 
水中体操サークル（ヤングシスターズ）会員募集

日時／毎週水曜日　14時～15時
場所／グリーンピア岩沼 森のプール
会費／月2,000円（コース使用料、指導料）
申込・問／新妻（☎24-5330）
 
5月スタート	楽しく歌いませんか「岩沼童謡クラブ」
　童謡、叙情歌、新しい曲にもチャレンジ。心と体の健康作り
を目指します。
日時／第1・3火曜日（初回：5月7日㈫）　10時～12時
場所／西公民館　　講師／小野 綾子（ソプラノ）、古積 郁子
問／津田（☎22-1441）
 

生け花池坊眞月会	会員募集
日時／6～8月：第1・3火曜日　10時～12時
場所／旧勤労青少年ホーム　　会費／1,300円（花代のみ）
講師／生け花池坊家元教授　渡辺 眞月 氏
申込・問／渡辺（☎22-4767、 090-5592-3898）

フラサークル仲間募集
　みんなでリラックスしながら、一緒に楽しみませんか。60
～70代の方も大歓迎です。無料体験もできます。
日時／第2・4木曜日　9時45分～11時30分
場所／旧勤労青少年ホーム
申込・問／伊藤（ 090-6222-9624）
 

新かけはし隊	パソコンサロン
日時／第1・3水曜日（5月のみ第2・3水曜日）　18時～21時
場所／旧勤労青少年ホーム 1階集会室
会費／月300円（入会後2カ月間は500円）
持ち物／ノートパソコン
申込・問／大内（ 080-1854-9262）、渡辺（ 090-8610-4241）
 

3B体操サークル	会員募集
　用具を使って、音楽に合わせて、仲間と楽しみながらできる
健康体操です。いつでも無料体験ができます。
日時／5月14日㈫、21日㈫、28日㈫、6月4日㈫、11日㈫、

18日㈫　14時～15時30分
場所／いわぬま市民交流プラザ 多目的室2
問／（公社）日本3B体操協会 鈴木（ 080-1831-4597）
 

岩沼航空少年団	団員・幹部団員募集
募集団員／一般団員：市内小・中学生、幹部団員：大学生以上
主な活動／規律訓練、航空教室、合宿訓練など
※月1回、日曜日に開催します。
年会費／1万2,000円　　入団費／2,000円
申込・問／齋（ 090-5358-9779）
 

3B体操玉浦教室	会員募集
日時／第2・4火曜日　19時～20時30分
場所／玉浦コミュニティセンター
問／（公社）日本3B体操協会 齋（ 080-3099-2362）
 

太極拳	無料体験会実施中
　各団体で無料体験会を行っています。どなたでも参加できま
すので、ぜひお越しください。
団体・日時・場所／大河：毎週火曜日　13時30分　市民会

館、武隈：毎週木曜日　18時30分　市民会館、風雅：毎週
金曜日　9時30分　土ケ崎集会所、朋友：毎週土曜日　13
時　勤労者活動センター

問／岩沼市太極拳協会事務局 河村（☎22-2117）
 

里の杜歌倶楽部	会員募集
　健康と仲間作りにカラオケを楽しみませんか。
日時／第2・4木曜日　9時30分～11時30分
場所／中央公民館 視聴覚室　　問／新田（☎22-3730）
 

ヨーガサークル・パドマ	会員募集
　体が硬くても大丈夫。深い呼吸でココロとカラダをリラックス
しましょう。無料体験もできますので、問い合わせください。
日時／金曜日（月2回）　10時～11時30分、13時30分～15時
場所／玉浦コミュニティセンター
持ち物／ヨガマット（バスタオル）、飲み物
問／佐々木（ 090-6850-4345）、菅原（ 080-1659-1990）

受付開始／5月7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）

掲載申込期限／7月号に掲載希望の場合は、5月31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）

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〕、●西こばと制服一式（女の子用、ジャージ、バッグ、帽子付き、3年使用）〔無料〕、●洋服タンス（高さ190㌢×幅
120㌢×奥行き57㌢、新品同様）〔無料〕、●学習机（ベージュ、棚付き、新品同様）〔無料〕、●電動介護ベッド（2～3年使用）〔無
料　※運搬費は自己負担〕、●本棚（4段、高さ150㌢×幅90㌢×奥行き30㌢、15年使用）〔無料〕、●エレクトーン（ヤマハ製、
幅115㌢×高さ90㌢×奥行き60㌢、30年程度使用）〔無料〕、●ロデオボーイ（新品同様）〔希望価格5～6万円　要相談〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●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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