4月のお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

「たくさん読んで 大きくなあれ」

～こどもの読書週間の紹介～
4 月 23 日㈫～ 5 月 12 日㈰は、
「こどもの読
書週間」です。この週間は、子どもたちにもっ
と本を、もっと本を読む場所をという願いから
読書推進運動協議会により制定され、図書館な
どを中心に全国的に行事が行われています。
これを受け当館では、期間中さまざまな行事
を企画しています。子どもたちだけでなく、大
人の方々にもご一緒に楽しんでいただきたいと
思います。
◆人気絵本の展示
当館でよく借りられている、人気の絵本を展示・
紹介します。
期間／ 4 月 23 日㈫～ 5 月 12 日㈰
場所／館内特設コーナー
◆特別おはなし会
「こどもの読書週間」に合わせて、おはなしコーナーから飛び
出し、いつもとは一味違ったおはなし会を開催します。ぜひ、
ご家族でおいでください。
日時／ 5 月４日㈯ 10 時 30 分～、14 時～
場所／市民図書館
4 月の休館日／ 1日㈪、8 日㈪、15 日㈪、22 日㈪、26 日㈮、29 日㈪
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

今月の休館日は22日㈪です

いっこく堂スーパーライブin岩沼

6/23㈰

14:30開場
15:00開演
♪会
♪出

場 大ホール
演 いっこく堂
上々軍団（予定）
♪入 場 料 3,800円(全席指定)

※ 3 歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
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・手芸の店まむ（ヨークベニマル内）
岡文・藤崎・ローソンチケット（Lコード：29950）

松竹大歌舞伎

7/12㈮
昼の部
夜の部

13:30開演
18:00開演

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？
※4月５日㈮ 8時30分より電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

♪会
♪演

〕は希望価格

●北中男子制服
（上下160㎝ ワイシャツ2枚、ネクタイ1本）
・体操着（半
袖1枚）
・Ⅴセーター〔応相談〕
●シングルベッド（5 ～ 6年使用）
〔無料〕
●ヤマハエレクトーン（HS-8）
〔無料〕●衣装ケース（小 3 個）
〔無料〕
●尚絅学院高校制服（女子 夏冬一式）
〔応相談〕
●卓上ゲーム（サッカー、ミニエアホッケー）
〔無料〕
●電気毛布（2 枚）
〔1 枚 1,000 円〕●学習机（椅子なし）
〔無料〕
●エレクトーン〔応相談〕●座布団（5 枚× 2 組）
〔5,000 円〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●ベビー用ハイローチェア、ベビーカー〔無料〕
●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。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

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)

TEL

※電話連絡のうえお越しください

有料広告を掲載しています

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。

場 大ホール
目 一、
番町皿屋敷 一幕二場
三代目中村又五郎
二、
四代目中村歌 昇 襲名披露
口上 一幕
三、
連獅子 長唄囃子連中
♪入 場 料 Ｓ席 5,000円（当日5,500円）
（全席指定） Ａ席 4,500円（当日5,000円）
チケットは4月12日下記プレイガイドで販売開始
≪プレイガイド≫
岩沼市民会館・手芸の店まむ（ヨークベニマル内）
岡文・藤崎・ローソンチケット（Lコード：21730）
WEB松竹（http://www1.ticket-web-shochiku.
com/po/）

☎0224（55）4188

0224（55）4187

〒989-1622 柴田郡柴田町西船迫二丁目7-6

AM9：00～PM5:00(土日･祝日は休業) 岩沼市中央一丁目５-12(相馬屋さん隣)
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シルバー人材センター会員募
集！

シルバー人材センターでは、健
康で働く意欲のある方が各種の軽
易な仕事に従事しています。
市内に居住する 60 歳以上の健
康で就業能力のある方なら、どな
たでも入会できます。
特に、女性の方の入会を求めて
いますので、気軽に入会説明会に
お越しください。
入会説明会／毎月第 2 月曜日（祝
日の場合は翌日）13 時 30 分～
会場／岩沼市シルバー人材センタ
ー会議室（桜 3 丁目 3-7）
問／岩沼市シルバー人材センター
（☎ 24-6678）

農業用水の通水が始まります

月のお知らせ
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4 月下旬より農業用水の通水が
始まり、9 月中旬にかけて水路に
は大量の水が流れます。
毎年、全国では数多くの水難事
故が発生しており、尊い命が失わ
れています。水路や溜め池では絶
対に遊ばないように注意していた
だくとともに、ごみの不法投棄防
止にご協力願います。
問／名取土地改良区
（☎ 022-382-5211）

自家用車から電車に乗り換え
てラクラク通勤・通学

駅近くの駐車場に車をとめて目
的地近くまで公共交通機関を利用
するパーク＆ライドを仙台空港ア
クセス鉄道杜せきのした駅で実施
しています。駐車場は、駅に近い
北 側 5 番 駐 車 場。4 月 1 日 か ら
利用条件を大幅に引き下げるキャ
ンペーンを実施していますのでぜ

ひご利用ください。
キャンペーン実施期間／4 月 1 日
㈪～ 30 日㈫
駐車場の利用時間／ 6 時～ 24 時
（土・日曜日、祝日、年末年始
および指定日を除く）
駐車場利用の申込条件／①仙台空
港アクセス線の定期券購入
②イオンモールお買い物券の購入
問／仙台空港鉄道株式会社
（☎ 022-383-0150）

記帳・帳簿などの保存制度
の対象が拡大されます

個人の白色申告者のうち前々年
分あるいは前年分の事業所得、
不
動産所得または山林所得の合計額
が300万円を超える方に必要とさ
れていた記帳と帳簿書類の保存
が、
平成26年1月からは、
これらの

所得を生ずべき業務を行う全ての
方について必要となります。
記帳・帳簿などの保存制度や記
帳の内容の詳細は、国税庁ホーム
ページ
（http:www.nta.go.jp）に掲
載されていますので、
ご覧ください。
問／仙台南税務署個人課税部門
（☎ 022-306-8001）

法テラス山元相談会
～法的悩みご相談ください～

二重ローン・相続・土地の境界、
原発被害の賠償など、法的問題に
ついての無料巡回相談を行います。
日時／ 4 月 23 日㈫
13 時～ 15 時 30 分
場所／総合福祉センタ―（ あい
プラザ）ボランティア研修室
申込／法テラス山元
（☎ 050-3383-0213）

市民活動サポートセンター設置後の団体立ち上げ
第1号を紹介します！
ところ構わず “ ポイ捨て ” されたごみに、岩沼のまちをきれいにした
いという一心で、ごみ拾いを７年間一人で行ってきた「ごみゼロ岩沼」
代表の大山さん。いつかみんなの目に触れて、一人でも “ ポイ捨て ” を
止めようという人が出てくれることを願って活動を継続してきました。
しかし、一人で継続することの難しさを感じ、より多くの賛同者を募り
ごみ拾いだけではなく啓発活動も行っていきたいと団体立ち上げについ
て相談に来ました。団体立ち上げに必要な書類等の作成を進め、設立総
会を終え、現在は相談時に勧めた助成金の申請を行って
おり、今後の活動が期待されます。団体の主旨に賛同し
てくださる方は下記連絡先までお願いします。
団体名：ごみゼロ岩沼 連絡先：☎ 23-3568（大山）

※市民活動サポートセンターでは、市民活動団体などの活動促進に関わる
ことについての相談を随時受け付けています。また、専門相談員を招きよ
り専門的な相談を行える日も設けていますので、ぜひお気軽にお立ち寄り
ください。なお、平成 25 年度の専門的な相談については、5 月からスタ
ートしますので、広報 5 月号をご覧ください。
問／岩沼市市民活動サポートセンター（☎35-7205

35-7265）

有料広告を掲載しています
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河川愛護モニターを募集
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活動内容／阿武隈川沿いをモニタリングし、情報・要望を報告する
活動期間／7月1日～平成26年6月30日 応募資格／20歳以上の方2名程度 報酬／月額4,580円程度
応募期間／4月11日㈭～5月10日㈮ 問／国土交通省 仙台河川国道事務所 岩沼出張所（☎22-2801）

2013/03/22
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9月のお知らせ
4月のお知らせ

住宅用太陽光発電システム
設置補助金を交付

市では、市内の一般住宅に太陽
光発電システムを設置する個人に
対し、補助金を交付します。補助
枠に限度がありますので､ 今年度
内に設置予定のある方は、早めに
申請手続きを行ってください。補
助対象等の詳細につきましては、
お問い合わせください。
問／生活環境課（☎内線 333）

仙塩広域都市計画用途地域
変更に伴う（案）の縦覧

朝日土地区画整理組合事業区域
内の都市計画用途地域変更に関す
る縦覧を次のとおり行います。
日時／4 月 12 日㈮～ 4 月 26 日㈮
※開庁時間においでください。
場所・問／都市計画課
（市役所 4 階☎内線 435）

消防団員募集
「自分の街・大切なひとを守る」
消防団は、今すぐできる地域貢献
です。入団資格は、18 歳以上で
市内にお住いの健康な方。また今
年度からは、女性団員とラッパ吹
奏団員も合わせて募集します。
火災や各種災害での救助活動・人
命捜索などあなたの “ チカラ ” を
待っています。
申込・問／消防本部総務課
（☎ 22-5171）

電気式生ごみ処理機等への
補助金を交付

市では、電気式生ごみ処理機や
生ごみ処理容器 ( コンポスト ) を
購入し、家庭から出る生ごみの減
量化にご協力いただける世帯に対

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

し､ 補助金を交付します。
【補助額など】
補助
上限額
割合
電気式
購入
30,000 円
生ごみ処理機 金額
の
コンポスト
3,000 円
1/2
区分

補助限
度個数
1基
2基

※同一年度内に電気式とコンポス
トの補助を重複して受けること
や 5 年以内に申請した処理容器
等と同種の物を補助限度個数分
以上受けることはできません。
持参物／領収書 ( 申請者名が記入
されているもの )、メーカー保
証書と取扱説明書( 電気式のみ)
振込先の通帳、印鑑
申請 ･問／生活環境課
（☎内線333）

固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧

平成 25 年度固定資産税・都市
計画税課税台帳等の縦覧・閲覧を
次のとおり実施します。
期間／ 4 月 1 日㈪～ 5 月 31 日㈮
場所／税務課固定資産税係窓口
必要なもの／個人の場合は本人確
認ができるもの（免許証、保険
証など）
、法人で代表者以外の
方が申請する場合には委任状が
必要となります。
問／税務課固定資産税係
（市役所 2 階☎内線 247・248）

趣味・催しなど
ハナトピア岩沼
体験農園利用者募集

農園面積／ 1 区画 約 25㎡
区画数／ 36 区画
貸出期間／4 月～平成 26 年 2 月
下旬
利用申込締切／4 月 12 日㈮ 12 時

対象者／市内在住で貸出期間中農
園管理できる方
申込方法／官製はがき 1 枚を持参
の上、
農政課へ申し込みください
申込・問／農政課（市役所 3 階
☎内線 315）

国・県などから
登記情報提供サービスの
利用時間を拡大します

インターネットを利用して、
パソ
コンの画面上で登記に関する情報
が確認できる
「登記情報提供サー
ビス」
の利用時間は、
これまで平日
の 8 時 30 分～ 21 時となってい
ましたが、
3 月からは毎月第 2 土曜
日の 8 時 30 分～ 17 時について
も利用できるようになりました。
問／登記情報提供サービスヘルプ
デスク（☎ 03-5540-7050）

角田宇宙センター 一般公開
日時 ／ 4 月 21 日 ㈰ 10 時 ～ 15
時 30 分（入場は 15 時まで）
公開施設／計算センターなど
イベント／ロケット打ち上げカウ
ントダウン体験など
※詳細は角田宇宙センターホーム
ページをご覧ください。
問／角田宇宙センター
（☎ 0224-68-3111）

歯科健康テレホン相談
「よい歯デー」を実施

日時／ 4 月 18 日㈭ 10 時～ 16 時
相談／相談の概略を電話で受け付
け、3 日以内に歯科医師が直接
相談者に回答します
相談受付・問／宮城県保険医協会
（☎ 022-265-1667）

有料広告を掲載しています

船岡駐屯地創立記念行事
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日時／4月14日㈰ 9時～16時 催し／記念式典、観閲行進、
音楽演奏、戦車、ジープ、ボート等試乗ほか
場所・問／陸上自衛隊船岡駐屯地（☎0224-55-2301内線211）

広報いわぬま2013.4月号

24

2013/03/22

14:57:31

４月
保健・福祉
各種健康診査の申し込みは
忘れずに

市では、今年度もがん検診など
の各種検診の申し込みを一括して
受付けします。希望される方は忘
れずに申し込んでください。
申し込みのご案内は、行政区長
を通じて配付します。受診希望の
有無にかかわらず申込はがきに必
要事項をご記入の上、プライバシ
ー保護シールを貼り 4 月 12 日㈮
までにポストにご投函ください。
なお、転入や転居などで申し込
みのご案内が届かない方で受診を
希望される場合は、健康増進課ま
でお問い合わせください。
問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 345･346）

食生活改善推進員養成講座

月のお知らせ

4

食生活改善推進員は、市内の各
地区での健康料理講習会や、保健
事業への協力など、地域と行政を
つなぐパイプ役として活躍されて
います。毎日の食生活を見直し、
市民の皆さんに健康づくりの輪を
広げましょう。
日程 ／ 全 5 回【6 月 5 日 ㈬、6
月 26 日㈬、7 月 31 日㈬、10
月 30 日㈬、11 月 27 日㈬】
場所／市保健センター
内容／健康づくりのための学習
（講話、調理実習、運動実技など）
対象／市民の方で、食生活改善推
進員としてボランティア活動を
行う意欲のある、おおむね 63
歳までの方。（男女問いません）
定員／ 20 名
参加費／ 1,000 円（調理実習費

のみ。テキストなど、教材費は
市で負担。
）
申込締切／ 5 月 16 日㈭
申込・問／健康増進課
（☎内線346）

一部負担金の免除証明書な
どについて

①国民健康保険の一部負担金等免
除証明書
②後期高齢者医療の一部負担金等
免除証明書
③介護保険の利用者負担額減額・
免除認定証
上記①～③の有効期限は 25 年
3 月 31 日までとなっていますの
でご注意ください。
問／①②健康増進課（☎内線 343）
③介護福祉課（☎内線 770）

くらし
リサイクル運動に参加する団
体は早めに登録手続を

市では、リサイクル運動を進め
るため、紙類、布類、金属類、び
ん類の資源物の回収を実施した団
体に対し、回収量に応じた報奨金
（資源物1㎏につき3円）を交付し
ています。事前に団体としての登
録が必要になりますので、早めの
手続きをお願いします。
持参するもの／代表者の印鑑、振
込先の通帳
受 付 ･ 問 ／生活環境課
（市役所3階☎内線333）

浄化槽設置に補助金を交付
市では、浄化槽設置整備事業の
補助対象地域内で一般住宅に浄化
槽を設置する個人に対し、補助金
を交付します。

東洋ゴム工業株式会社仙台工場
〒989－2484
岩沼市吹上三丁目５－１
TEL0223－22－2191（代）
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任 期 付 職 員 採 用 試 験（ 保 健
師・被災者支援員）を実施
岩沼市では、東日本大震災によ
り一時的に増大する業務に対応す
るため、
任期の定めのある職員（任
期付職員）を募集します。
◆保健師
採用予定人数／若干名
受験資格／保健師資格および普通
自動車免許を有すること
◆被災者支援員
採用予定人数／若干名
受験資格／災害による被災者支援
の実務経験および普通自動車免
許を有すること
任期 ／ 6 月 1 日 ㈯ ～ 平 成 26 年
3 月 31 日㈪
※業務の状況等により、5 年以内
の範囲で任期を更新する場合が
あります。
試験案内・受験申込書配布および
申込受付／ 4月1日㈪～4月15日㈪
（郵送の場合も、
15日必着）
8時30分～17時
（土・日を除く）
場所／〒989-2480
岩沼市桜1丁目６-20
総務部政策企画課人事職員係
問／政策企画課人事職員係
（市役所5階☎内線524・525）

有料広告を掲載しています

低燃費タイヤ発売
しっかり、長持ち 新スタンダード低燃費タイヤ

補助金の交付基数に限りがあり
ますので、今年度に設置予定のあ
る方は、早めに申請手続きを行っ
てください。処理槽の大きさによ
って補助金額が異なりますので、
詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
問／生活環境課（☎内線 333）

対象／市内に住所を有する被災求職者の方 勤務内容／震災関係の補助業務 募集期間／
市の震災対応臨時職員 ( 事務補 4月1日㈪～15日㈪
雇用期間／5月1日㈬～10月31日㈭ 人数／10人 勤務形態・日額・
助員・業務員）を再募集します 応募方法など詳しくはお問い合わせください。 問／商工観光課（☎内線323）
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