
広報いわぬま2013.2月号	 20

2月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ
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　当館で所蔵している図書の一層の
利用を願い、講演会を開催します。少
子化が進み、子育ての大切さが叫ばれ
ている中、講師に小児科医であり、仙
台市医師会会長でもある永井幸夫氏
を迎え、子どもの健やかな成長にとっ
ての読書の大切さについてお話しし
ていただきます。
　子育てに関わっている多くの皆さんのご参加をお待ちし
ています。

講演会開催のお知らせ 今月の休館日は18日㈪です

イッツフォーリーズ・ファミリーコンサート
いずみたく追悼作品
「たましいのうた」

2月の休館日／4日㈪、11日㈪、18日㈪～21日㈭、25日㈪、28日㈭
図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

3/16㈯ 14:30開場
15:00開演

○蔵書点検のお知らせ
2 月 19 日㈫～ 21 日㈭は、蔵書点検のため休館しますの
で、ご注意ください。

子どもの健やかな成長のために
―小児科医からの読書の勧め―

日時／ 3 月 16 日㈯　10 時 30 分～
場所／市民図書館　2 階　セミナールーム阿武隈
講師／永井 幸夫氏
　（永井小児科医院院長・仙台市医師会会長）
参加費／無料
申込／事前に来館の上、カウンターで申し込んで
　ください。
申込開始／ 2 月 1 日㈮　
※定員 80 名になり次第終了。

チケットは下記プレイガイドで販売中

　　　　　≪プレイガイド≫
岩沼市民会館、岡文、藤崎

手芸の店まむ（ヨークベニマル内）
ローソンチケット（Lコード:29217）

※全席自由。
※子どもチケットは3歳以上、中学生まで。
　 3歳未満のお子さまは保護者1名につき
　1名まで膝上無料。

♪会 　 場
♪出 　 演

♪入 場 料 2,300円（当日2,500円）
1,300円（当日1,500円）

大ホール
ミュージカルカンパニー　　　
イッツフォーリーズ
大人　
子ども

♬ ♪
♪♫ ♫
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ハナトピア岩沼体験講座
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掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

○譲ります　〔　　〕は希望価格
●�北中学校女子制服（ブレザーＬ、スカートＷ63・丈57、スカート
Ｗ75・丈60）〔無料〕
●�スタッドレスタイヤ（215-60R-16　溝5割）、アルミホイール
(16×7ＪＪ　5穴）〔1本2,000円×4本〕
●スキーウェア (女児140㎝・未使用）・手袋〔応相談〕
●聖ドミニコ学園制服一式 (Ｍサイズ )〔無料〕
●ダンベル（2㎏、3㎏）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●北中学校体操着（上着　ＬまたはＬＬ）〔応相談〕
●ベビー用ハイローチェア、ベビーカー、チャイルドシート〔無料〕
●エレクトーン〔5,000円以下〕
●使い古しの浴用タオル〔無料〕※保健センター内工房あすなろ
　（☎内線787、水曜日を除く平日の9時～17時）に直接ご連絡ください。

　東北地区国立大学法人等職員採
用試験実施委員会では、下記のとお
りオープンセミナーを開催します。
開催スケジュール
●弘前大学（弘前市）　2月 19日㈫
●岩手大学（盛岡市）　2月 12日㈫
●東北大学（仙台市）　2月   7 日㈭
●秋田大学（秋田市）　2月 21日㈭
●山形大学（山形市）　2月 26日㈫
●福島大学（福島市）　2月 28日㈭
※参加に当たっては、下記ホーム
ページから事前の予約が必要です。
問／東北地区国立大学法人等職
員採用試験事務室（☎ 022-
217-5676・ shiken@bureau.
tohoku.ac.jp・ホームページ
http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/shiken/）

日時／2月10日㈰　11時～16時
場�所／仙台市情報・産業プラザ　
アエル 5 階（仙台市青葉区中
央 1丁目 3番 1号）
対象／一般および高校生
内容／各大学、大学院、短期大学
別の相談コーナーを設け、参加者
は希望する大学の教職員から講
義内容・学習方法・受講手続きな
どについて、直接相談できます。
参加者には大学通信教育の概要、
学習方法開設学科一覧、取得で
きる教員免許・資格などが掲載さ
れた小冊子を配布します
※参加申込不要・入場無料・入退
場自由。※参加大学などの詳細は
お問い合わせください。
問／公益財団法人 私立大学通信教
育協会 （☎ 03-3818-3870）

申込／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号（を記入の上、はがきまた
はファクスで下記まで。※窓口で直接申し込みも可能です。※電話では受
け付けしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787  �24-4887）

講座名 生活雑貨
ペイント 漬物教室 プリザーブド

フラワーアレンジ講座

内　容

コースター３枚 白菜キムチ・白菜の
ラー油漬

テーブルアレンジにな
るコサージュ（初心者
の方からどなたでも）

コースターに春一番
の花を描きます。

農家のお母さんが本
格的なキムチの漬け
方を指導します。

卒業式や入学式に飾る
コサージュを作ります。
使用後は、テーブルア
レンジに加えて長く楽
しめるデザインです。

日　時 2 月 15 日㈮
9:30~12:30

2 月 17 日㈰
10:00~12:00

2 月 23 日㈯
13:00~15:00

場　所 研修室第 2 体験加工室 研修室第 2

募　集 10 名
（最少催行 3名）

20 名
（最少催行 5 名）

10 名
（最少催行 3名 )

締　切 2 月 7 日㈭ 2 月 7 日㈭ 2 月 14 日㈭

参加料 1,000 円
（材料費含む）

2,000 円
（材料費含む）

2,800 円
（材料費含む）

講　師 曳地 未紀さん 布田 愛子さん 山本 明美さん

持ち物 筆を洗う容器
エプロン

三角巾・筆記用具
エプロン

ハサミ・新聞紙
ゴミ袋

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？
※2月６日㈬　8時30分より電話にて受け付けします。

2
月
の
お
知
ら
せ

東北地区国立大学法人等
オープンセミナー

大学通信教育
合同入学説明会開催
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AM9：00～PM5:00(土日･祝日は休業)

法律相談、弁護士にしてみませんか？
小さな事でもお気軽にご相談下さい。

弁護士 森山   博(仙台弁護士会所属)

弁護士 工藤 芳明(仙台弁護士会所属)

弁護士 品川 直人(仙台弁護士会所属)

岩沼市中央一丁目５-12(相馬屋さん隣)

TEL
※電話連絡のうえお越しください　

　1月 10日㈭から宮城県警察が
委託した民間業者による振り込め
詐欺などの被害防止について、電
話で注意喚起を行う「振り込め詐
欺被害抑止コールセンターみや
ぎ」の業務が始まりました。
　振り込め詐欺被害から皆さんを
守る電話です。電話帳などを基に
電話をかけますので、オペレータ
ーの話に耳を傾けて被害に遭わな
いよう注意しましょう。
受託業者／㈱エヌ・ティ・ティ・
　ソルコ
架�電時間帯／平日（土・日・祝日
除く）9時～ 17時 30分

コールセンター名／振り込め詐欺
　被害抑止コールセンターみやぎ
※詳しくは、岩沼警察署にお問い
合わせください。
問／岩沼警察署（☎ 22-4341）

日時／2月20日㈬10時～14時45分
場所／勤労者活動センター
対�象者／49歳までの独身男女また
は結婚適齢者を持つご家族の方
相談時間／1人45分程度　
相談料／無料（前日まで要予約）
申込・問／みやぎ青少年交流推進
　センター（☎022-293-4638）

9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ2月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ
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　岩沼市第5期介護保険事業計画
に基づく「介護付有料老人ホーム
ルポたけくま」が、4月1日にオー
プンします。24時間介護職員が
常駐する施設で、認知症の方、車
いすを利用する方も入居が可能で
す。入居については、岩沼市民の方
を優先的に受け入れる予定です。
入居に関するお問い合わせのほ
か、介護に関するご相談も受け付
けています。ぜひご利用ください。
定員／ 60名
住所／たけくま 1丁目 20-2
問／㈱ウェル 岩沼準備室 木村
　（☎ 022-237-8210）

　みやぎジョブカフェでは、セミナー
やキャリアカウンセリングなどを開
催し、若者の就職を支援しています。
日にち／ 2月 20日㈬
場所／市役所 6 階 研修室A
対象者／ 39歳以下の、求職者・フ
　リーター（パート・アルバイト）
内容
①応募書類対策セミナー
　10時～11時50分（定員10名）
②キャリアカウンセリング
　13時～13時50分、14時～14時50分
　15時～15時50分（定員各2名）
参加費／無料（予約制）
※受講者は、雇用保険の失業認定
の際に求職活動実績として申告で
きます。
受付時間／平日10時～18時30分
　（土・日・祝日を除く）
申込・問／みやぎジョブカフェ　
（みやぎ若年者就職支援センター）
（☎ 022-217-3562）

　毎年3月は、自動車の名義変更
や住所変更、廃車、車検など各種
手続きが集中し、大変混雑します。
　さらに今年は、東日本大震災の
被災自動車に係る自動車重量税の
特例還付の満了日（3月 31 日）
も重なり例年以上に混雑すること
が予想されています。
　これらの手続きはできるだけ早
めに、2月中に済ませましょう。
受付時間／平日8時45分～12時
13時～16時（土・日・祝日を除く）
問／東北運輸局宮城運輸支局
　（仙台市宮城野区扇町3丁目3-15）
　登録関係：☎050-5540-2011
　検査関係：☎022-235-2513
　車検予約：
　パソコン http://www.navi.go.jp
　携帯電話 http://www.navi.go.jp/m/
　ホームページ：
　 http://wwwtb.mlit.go.jp/
tohoku/mg/mg-index.htm

　震災によりパスポート（旅券）
を紛失・焼失された方に手数料な
しで発行している震災特例旅券の
申請期限が迫っています。
申請期限／ 3月 29日㈮
対象者／居住する住居などが全
壊・流失・半壊・床上浸水その
他これらに準ずる損害を受け、
有効なパスポートを紛失または
焼失などした方
問／県パスポートセンター
　（☎ 022-211-2278）

２月２月
介護付有料老人ホーム
ルポたけくまがオープン

振り込め詐欺に遭わないよう
電話で注意を呼びかけます！

出前ジョブカフェ 就職支援セミナー・
キャリアカウンセリング開催

結婚相談会

震災特例旅券に関するお知らせ

自動車の各種手続きはお早めに
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　東北・日立グループでは「共にあ
るこう。未来をつくろう。」をテー
マに、被災地の人たちが気軽に参
加でき、子どもから大人までご家
族そろって楽しんでいただける、
さまざまなプログラムを組み合わ
せたイベントを計画しています。
　「日立 世界ふしぎ発見！」でお
なじみの草野仁さんの講演会、日
立のヘルスケア製品を体験できる
リラクゼーションコーナー、キャ
ラクターショー、グルメ屋台も出
店予定です。また環境未来都市に
ついて、実験や体験を通して楽し
く学べるコーナーも開設します。
　入場は無料。詳細は広報 3月号
に合わせてチラシを配布しますの
で、そちらをご覧ください。
※実施内容は変更になる可能性が
ありますので、ご了承ください。
日時／3月2日㈯　11時～16時予定
場所／市民会館
主催／東北・日立グループ
問／政策企画課
　（市役所5階☎内線522）

　2月の広報のテーマは「債務を
整理するための裁判所の手続きに
ついて」です。
　詳しくは、最高裁ウェブサイト
（http://www.courts.go.jp/）を
ご覧ください。
問／仙台地方裁判所事務局総務課
　広報係（☎022-222-6115）

　平成 24年 9月 16 日の「敬老
のつどい」で贈呈しました「敬老
商品券」の有効期限は、3月 15
日㈮までとなっています。
　3月 16日㈯以降は使用できま
せんので、早めにご使用ください。
問／介護福祉課高齢者生きがい係
（☎24-3016）

　認知症高齢者数が全国で 300
万人を超えました。あれこれと工
夫が必要な認知症の介護につい
て、介護の基本を学びましょう。
日時／2月 23日㈯
　13時 30分～ 15時
場所／総合南東北病院  2 階講堂
内容／認知症の治療と介護のアド
　バイス
講�師／東北福祉大学せんだんホスピ
タル 精神科医長 髙野 毅久 先生
参加料／無料
定員／ 50名
申込・問／南東北地域包括支援
　センター 佐藤（☎ 23-7543）

　市内小中学校の給食用食材の納
入希望業者の説明会を開催します。
　説明会後に物資の規格書、納入
条件、申請書などの関係書類をお
渡しします。
日時／2月 5日㈫　14時 30分～
場所／中央公民館 第 5会議室
問／学校教育課
　（市役所5階☎内線562）

　岩沼亘理地区平日夜間初期救急
外来で働ける方を募集します。
　勤務条件などは次のとおりで
す。
勤務日／毎週月曜日～金曜日
時間／18時30分～22時 30分
時給／ 2,500 円
勤務場所／総合南東北病院内岩沼
　亘理地区平日夜間初期救急外来
応募資格／看護師免許所持・経験者
受付・面接／総合南東北病院総
務課に電話連絡（☎ 0223-23-
3151）の上、履歴書持参時に
面接
問／健康増進課
　（市役所 3階☎内線 345）

　基準日において要介護認定また
は要支援認定を受けている 65歳
以上の方で、障害者控除対象者認
定基準に該当する方は、確定申告
で障害者控除を受けることができ
ます。申告の際に必要となる『障
害者控除対象者認定書』を 2月
1日以降に交付しますので、介護
保険被保険者証をご持参の上、介
護福祉課に申請してください。
基準日／平成 24 年 12 月 31 日
（ただし、平成 24 年中に死亡し
た場合は､ 死亡した日）
※代理で申請する場合は、委任状
の提出と代理の方の身分を明らか
にする書類（保険証、運転免許証
など）の提示が必要です。
問／介護福祉課認定係
（総合福祉センター内☎24-3016）
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趣味・催しなど

くらし

保健・福祉

国・県などから

「平日夜間初期救急外来」
看護師募集

障害者控除対象者認定書の
交付について

もうお使いですか！
「敬老商品券」

「東北みらいづくり DAY with
Hitachi in 岩沼」を開催

家族介護教室開催

25年度　学校給食用食材
納入業者説明会 仙台地方・家庭裁判所からの

お知らせ
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