５月のお知らせ

図書館からのお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

火～土 10:00～19:00 ☎24-3131
日・祝 10:00～17:00 25-1713

インターネット予約を開始します

当館の利用に当たっての利便性を図るため、５月 28 日㈫か
ら、インターネット予約を開始します。
これまでは、当館のカウンターで直接申し込みを受け付けて
いましたが、インターネットを通して、自宅から資料に予約を
かけることができるようになります。これに合わせて、インタ
ーネット上で、自分が借りている本の状況や、予約している本
の状況を確認することもできるようになります。
これまでよりも、簡単に予約の手続きができるようになりま
すので、ぜひご利用ください。
申込開始日／５月 28 日㈫
申込方法／申込書に記入し、図書館カウンターで申し込んでく
ださい。なお、メールアドレス（パソコン・携帯電話どちら
でも利用可）、４～８桁のパスワードが必要になりますので、
事前にご用意ください。
◆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・おはなしコーナー外のウッドデッキ
5 月の休館日／ 6 日㈪、13 日㈪、20 日㈪、27 日㈪、31 日㈮
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

いっこく堂スーパーライブin岩沼

6/23㈰

14:30開場

♪会
♪出

場
演

♪入 場 料

今月の休館日は20日㈪です

7/12㈮

昼の部
夜の部

松竹大歌舞伎

13:30開演
18:00開演

大ホール
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）
♪会
♪演

場
目

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：
21730）
・WEB松竹（http://www1.ticketweb-shochiku.com/pc/）

※歌舞伎プレセミナー開催
歌舞伎に関する基礎知識や上演演目の見どこ
ろなどを分かりやすく解説するプレセミナーを
開催します。講師には、元ＮＨＫアナウンサー
でお馴染みの葛西聖司氏をお迎えします。

15:00開演
大ホール
いっこく堂
上々軍団
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）

日時／ 6 月 21 日㈮ 18 時 30 分
会場／中ホール
受講料／無料
申込／市民会館備え付けの歌舞伎プレセミ
ナー受講申込書をご記入いただき、市民
会館へご提出ください。
申込締切／ 5 月 31 日㈮

有料広告を掲載しています
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こころのエクササイズ研修

月のお知らせ

５

認知療法・認知行動療法の基本
的なスキルを学び、日頃のストレ
ス対処に生かしましょう。いろい
ろな演習を交えて楽しみながら体
験していただく研修です。こころ
のエクササイズを行い、生き生き
とした生活を送るコツを学びまし
ょう。
日時 ／全6回【6月3日㈪、10日㈪、
17日㈪、24日㈪、7月1日㈪、
8日㈪】13時30分～15時
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）大会議室
対象／認知療法・認知行動療法に
関心を持つ一般市民
講師／東北大学精神科医師
参加費／無料
定員／ 30 名（要申込）
申込／（ 022-717-8059）もしくは
（ iueda.tohoku@gmail.com)
に、氏名、年齢、性別をご記入
の上、下記上田宛てに 5月 31
日㈮までにお申し込みくださ
い。
※お問い合わせや連絡の際は会場
ではなく、上田までお願いします。
※駐車場が少ないため、できるだ
け車に乗り合わせてご来場いただ
きますようお願いします。
問／東北大学大学院医学系研究科
予防精神医学寄附講座 上田
（☎ 022-717-8059）

日程／ 6 月 13 日㈭
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2 階
◆聴覚障害者の部屋 in 岩沼
10 時 30 分～ 12 時
聴覚障害をお持ちの方を対象
に、聴覚障害に関連した福祉制度
についてお伝えします。皆さんが
日頃思っていることなどもぜひお
聞かせください。
◆巡回相談会＆みみサポサロン
13時～14時30分
ちょっと一息、気軽におしゃべ
りをしませんか。個別の相談にも
応じます。
※ 9 月、11 月、１月にも開催を
予定しています。
問／みやぎ被災聴覚障害者情報支
援センター（みみサポみやぎ）
（☎022-349-9605
022-349-9606
info@mimisuppo-miyagi.org）

聴覚障害をお持ちの方、ご家族、
関係者の方々を対象に、みみサポ
サロンを開催します。

今年度の自動車税の納期限は、
5 月 31 日㈮です。金融機関、コ
ンビニエンスストア、各県税事務
所の窓口での納付のほか、パソコ
ン・携帯電話を利用して納付がで
きるインターネットバンキング
（ペイジ―）や、クレジットカー
ド納付も利用できます。期限まで
に忘れずに納付しましょう。
なお、納税証明書は車検の際に
必要ですので、大切に保管してく
ださい。
問／仙台南県税事務所
課税に関すること
課税第一班（☎022-248-2961）
納付方法に関すること
納税第二班（☎022-248-2986）
納税相談に関すること
納税第一班（☎022-248-2963）

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？
※5月7日㈫

8時30分より電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

〕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〕●北中男子制服（ブレザー 160Ａ・スラッ
クスＷ70・ネクタイ）
〔応相談〕●座布団
（5枚×2組）
〔5,000円〕●電気
毛布
（2枚）
〔1枚1,000円〕
●卓上ゲーム（サッカー、
ミニエアホッケー）
〔無
料〕●衣装ケース（小3個）
〔無料〕●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〕●エレクトーン〔応相談〕●尚絅
学院高校制服（女子 夏冬一式）
〔応相談〕●ランドセル ( 赤 )〔無料〕●
学習机（※いすなし）
〔無料〕●アルミホイール ( ①15インチ4穴②13イ
ンチ4穴マルチ③軽自動車用12インチ4穴マルチ）
〔格安〕

○譲ってください 〔

みみサポサロンのご案内

5月は自動車税の納期です

〕は希望価格

●ベビーベッド
〔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）
有料広告を掲載しています
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第 17 回わんぱく相撲
仙南場所

日程／6月2日㈰ 会場／蔵王町立宮小学校屋外土俵場（雨天時
事業内容／小学生を対象とした相撲大会
問／公益社団法人白石青年会議所 島貫（☎0224-24-4555）

宮小学校体育館）

５月のお知らせ

「春の早朝クリーンいわぬま」
への参加をお願いします

6 月2 日㈰は市民一斉清掃の日
です。
「 住みよい清潔で美しいま
ち」にするため、町内会など地域ぐ
るみによる参加をお願いします。
・居住地周辺の清掃
・公園、緑地、水辺など公共の場
所の清掃
・道路沿いに散乱している空き缶
や空きびんの回収
問／生活環境課
（市役所３階☎内線 333）

5月12日は
「民生委員・児童委員の日」

その後１週間は活動強化週間
民生委員・児童委員は、「広げ
よう 地域に根ざした 思いやり」
行動宣言による、安全で安心な福
祉のまちづくりをめざして活動し
ています。
民生委員・児童委員はあなたの
身近な相談相手です。心配なこと、
不安なこと、障害者や高齢者に関
すること、子育てに関すること、
さまざまな生活上の相談にのって
います。相談があった場合には、
行政などの関係機関と連携し、相
談窓口を案内するなどの活動を行
っています。
また、民生委員は「児童委員」
を兼務しています。いじめ、児童
虐待といった問題の相談にのり、
学校や関係機関と協力して対応に
当たっています。
問／岩沼市民生委員児童委員協議会
（事務局 社会福祉課☎内線 351）

毎年5月は
「消費者月間」
です

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

正により法律の題名を「消費者基
本法」に変更）の施行 20 周年を
機 に、昭和63年から毎年5 月 が
「消費者月間」とされました。
不審な勧誘やトラブルにあった
ら、一人で悩まず相談を。
◆岩沼市消費生活相談
日時／毎週月・水・金曜日
9 時～ 15 時
場所／市民ホール相談室（第２月
曜は市役所３階商工相談室）
※電話での相談も受け付けていま
す（☎内線 235）
。
※市内の団体やグループを対象に
無料の講座を行っています。詳細
は商工観光課までお問い合わせく
ださい。
問／商工観光課
（市役所 3 階☎内線 323）

普通救命講習会
いざという時、自分に何ができ
るのか。普通救命講習会に参加し
て、家族や知人の大切な命を守る
ために、正しい知識と技術を身に
付けてみませんか。再講習の方も
同時に募集します。
『応急手当は
あなたの家族を守ります』
日時／ 5 月 19 日㈰ 9時～12時
場所／消防署 3 階会議室
※当日は人形を使った実技も行い
ますので、動きやすい服装でお越
しください。
※申し込みは受講日前日まで。
申込・問／消防署警防課救急救助
係（☎ 22-5171）

昭和 43 年 5 月に施行された「消
費者保護基本法」（平成 16 年改

危険物取扱者試験準備講習会
乙種第 4 類受験者を対象に講
習会を行います。
日時／ 5月26日㈰ 9時～16時
場所／岩沼市消防署 3 階会議室
受講料／ 1人3,000円（教科書代含む）
受付期間／ 5月1日㈬～24日㈮
受付場所／防災連絡協議会事務局
（岩沼市消防署危険物係内）
亘理地区防災安全協会（亘理消
防署内）
問／消防署予防課危険物係
（☎ 22-5171）

防火管理者資格取得講習会
日時／ 5月28日㈫・29日㈬ 9時
～16時
（受付8時30分～9時）
講習会場／岩沼市消防署
受付期間／4月22日㈪～5月17日㈮
申込先
（宮城県消防設備協会）
受講料／ 6,000 円
問／消防署予防課予防係
（☎ 22-5171）

第25回
市民文化芸術祭参加者募集

市内で文化活動や芸術活動をさ
れている方の発表の場です。日頃
の成果を発表してみませんか。
開催日／ 11月9日㈯・10日㈰
対象者／市内を拠点に活動してい
る団体または個人
参加費／文化協会会員:１人500円
一般個人:１人2,000円
中学生以下の団体:１団体3,000円
締切／ 5 月 28 日㈫
※土・日・祝日を除く 9 時～17 時
に現金を添えて申し込みください。
申込・問／市民会館・中央公民館
（☎23-3434）

有料広告を掲載しています

仙台地方・家庭裁判所 5 月の広報のテーマは「憲法週間を迎えて～ 5 月 1 日から 7 日までは憲法週間です～」
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。
からのお知らせ
問／仙台地方裁判所事務局総務課 広報係（☎ 022-222-6115）
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５月
1歳からの離乳食完了期教室
乳幼児保健講座
病院がお休みの夜間や、日曜日
などにお子さんの具合が悪くなっ
たらどうすればいいのでしょう
か。一番最初に異変に気付くお父
さん・お母さんに、小児科の医師
が気掛かりな症状の見分け方をお
話します。ぜひご参加ください。
日時／ 6 月 6 日㈭ 10 時～
（受付 9 時 30 分～）
場所／保健センター
テーマ／「こどもの救急とかかり
やすい病気～こんな時どうすれ
ばいいの？～」
講師／森川こどもクリニック院長
森川 貴美子 氏
対象／乳幼児をもつ親、市民
参加費／無料
※託児希望の方は、おんぶひもを
持参し、9 時 45 分までにお越し
ください。（予約不要）
問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 347 ～ 349）
月のお知らせ

５

子宮がん検診を受診しましょう
各種健康診査申込書で子宮がん検
診を申し込んだ方は、受診票を５月
中旬に送付します。これから申し込
む方、受診票が届いていない方は、
下記にお問い合わせください。
検診期間／5月20日㈪～7月20日㈯
対象者／ 20 歳以上の女性
（平成 26 年 4 月 1 日現在の年齢）
※自己負担金、検診場所などの詳
細については、受診票裏面に記載
されていますので確認の上受診し
てください。
申込・問／健康増進課（☎内線345～346）

離乳食完了期は、母乳やミルク
から卒業し、食べ物中心の栄養に
かわる大切な時期です。食べ物を
よく噛んで食べる能力を育てる時
期でもあります。そこで、この教
室ではお子さんが上手に離乳食を
卒業し、幼児食に移行できるよう
にアドバイスを行います。ぜひお
子さんと一緒に参加し、健康な食
生活のために役立ててみませんか。
日時／5 月 31 日㈮ 9 時 30 分～
12 時（受付：9 時 15 分～）
場所／市保健センター
内容／歯科衛生士と栄養士のお話
（託児あり。離乳食完了期食の
試食も用意しています）
対 象 ／ 平 成 24 年 4 月 と 5 月 生
まれの子と親（家族でも可）
定員／ 25 組 先着順（要申込）
申込受付／ 5 月 1 日㈬～
参加費／無料
申込・問／健康増進課
（☎内線 345・346）

食生活改善推進員養成講座
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㈬、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 )
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。
） 定員／ 20 名
申込締切／ 5月17日㈮
申込・問／健康増進課（☎内線 346）

日赤社資にご協力ください
日本赤十字社では、国内外の災
害被災者の救援、血液、医療事業
などの博愛事業を行っています。
東日本大震災では、被災者への医
療救護や支援物資の提供などの活
動を行いました。今年も、市民の
皆さんから社資（1口 500円）の
ご協力をいただくた め 、 5 月 1
日 ㈬ か ら 協 賛 委 員（区長）が各
家庭を訪問します。ご協力をお願
いします。
※日赤では、「社費」(一口 500
円 )と
「寄付金」を合わせて
「社資」
と呼んでいます。ご協力および金
額は任意です。
問／社会福祉課
（市役所 3 階☎内線 351）

春期有害鳥予察捕獲実施
農作物への有害鳥の被害を軽
減するため、銃器での捕獲を実施
します。皆さんのご協力をお願い
します。
日時／ 5 月 23 日㈭、30 日㈭
5 時～日没まで
区域／市街地を除く市内一円
（玉浦地区一部除く）
問／農政課（市役所3階☎内線315）

有料広告を掲載しています

23

お詫びと訂正

広報4月13ページの記事に一部誤りがありました。
BCG
（生ワクチン）
の対象者・対象年齢
誤：出生後～1歳の誕生日の前日→正：出生後～1歳の誕生日の前々日
訂正してお詫び申し上げます。 問／健康増進課
（☎内線345・347～349）

