6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

読み聞かせボランティア
スキルアップ研修会の開催について

6 月 26 日㈬に、読み聞かせボランティアを対象としたス
キルアップ研修会を開催します。
講師に、仙台市内で活動するボランティアグループ「おはな
してんとうむし」の代表を務め、また、仙台市図書館協議会の
委員も永年務められている山田仁子氏を招き、ストーリーテ
リングの実技を交えた講話をしていただきます。
読み聞かせボランティアとして活動されている方はもちろ
ん、これからボランティアを始めたいと考えている方もぜひ
ご参加ください。
申込開始日／ 6 月 26 日㈬ 13 時 30 分～
場所／市民図書館２階 セミナールーム阿武隈
講師／山田 仁子氏
「おはなしてんとうむし」代表。仙台市内の小学校や図書館
を中心に活動している。世界の昔話や創作の物語を本から
覚え、本を見ないで素話で語るストーリーテリングにより、
お話をともに楽しみながら子どもたちと本の世界を繋げる
活動を行っている。
定員／ 30 名（先着順）
申込／カウンターまたは電話で申し込んでください。
6 月の休館日／ 3 日㈪、10 日㈪、17 日㈪、24 日㈪、28 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17日㈪です

いっこく堂スーパーライブin岩沼

6月23日㈰
14:30開場
♪会
♪出

15:00開演

場 大ホール
演 いっこく堂
上々軍団
♪入 場 料 3,800円(全席指定)
※ 3 歳以下のお子さま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・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：29950）

リバーサイドブラスin2013

6月30日㈰
13:00開場

13:30開演

♪会
♪出

場 大ホール
演 岩沼市吹奏楽団
白石市民吹奏楽団
槻木ウィンズサークル
♪チケット 全席自由 一般400円
（当日600円）※小学生以下無料
チケットは市民会館で販売中

宝くじ文化公演「桂文珍独演会」

松竹大歌舞伎

14:00開場

昼の部 13:30開演

8月3日㈯
♪会
♪出

7月12日㈮

14:30開演

夜の部 18:00開演

場 大ホール
目 一、番町皿屋敷 一幕二場
二、三代目中村又五郎
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 大ホール
演 桂 文珍

♪チケット 一般
2,000円(当日2,500円)
(全席指定) 高校生以下1,000円(当日1,500円)
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：21929）

※宝くじの収益金から助成金を受け、特別料金で実施します。
また、この収益金の一部は、東日本大震災のための義援金として寄
付されます。

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：21730）
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サロンで 喜 ば れるコミュニ
ケーション麻雀教室

サロンを運営している人や、こ
れからサロンを始めてみようと思
っている人を対象とした集いを開
催し、参加者の情報交換と交流を
図ります。また、地域のお世話役
（役員）にコミュニケーション麻
雀を知っていただき、男性も参加
しやすい “ 集いの場 ” を提案して
いきます。
日時／ 6 月 20 日㈭
13 時 30 分～ 15 時 30 分
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）大会議室
対象／市内でサロンを運営してい
る方、今後サロンを開催したい
と思っている（興味のある）方
参加費／無料
定員／ 20 名
申込方法／下記申込先まで氏名、
住所、電話番号をお知らせくだ
さい
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
担当 青山
（☎ 29-3711・ 29-3341）
月のお知らせ
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電波利用環境保護周知啓発
強化月間

6 月 1 日㈯～ 10 日㈪は「電波
利用環境保護周知啓発強化月間」
です。不法電波は人命に関わる重
要無線通信を妨害して、私たちの
生活を脅かします。
電波の混信・妨害についてのお
問い合わせは総
務省東北総合通
信局相談窓口
（☎022-221-0641）
までご連絡くだ
さい。

登記事項証明書や地図の見方、
相続や土地を購入した場合の登記
手続のほか、会社の登記、成年後
見登記、地代・家賃の弁済供託、
人権の擁護に関する問題などにつ
いて、法務局職員が皆さんのご都
合のよい場所に出向いて、分かり
やすく説明します。
日時／平日 10 時～ 16 時
対象／各種団体・サークル
会場／申込団体でご用意ください
申込方法／開催希望日の3 週間前
までに、所定の申込書でお申し
込みください。申込書は、最寄
りの法務局か仙台法務局ホーム
ページ（http://houmukyoku.
moj.go.jp/sendai/frame.html）
から取得できます。
問／仙台法務局民事行政調査官室
（☎ 022-225-5720）

今年度の自動車税の納期限は、東
北大学にて学生が民事一般について
の無料法律相談を開催しています。
日時／毎週土曜日13時～14時30分
（7月13日㈯まで。
ただし、6月8
日㈯を除く）
場所／東北大学川内南キャンパス
相談形式／事前に電話で相談内容
を受け付け、当日来所いただき
再度話を伺った後回答する
※ご希望により、
東北大学教授・准
教授・弁護士からの補足説明を受
けることも可能です。
電話受付時間／平日10時30分～
14 時 30 分
※受け入れ可能時間を超過した場
合はお断りさせていただく場合が
あります。
申込・問／東北大学無料法律相談所
（☎・ 022-795-6243）

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？
※6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
（ブレザー160A・スラックスW70・ネクタイ）
〔応相談〕
●エッジングマシン
（プロ仕様）
〔応相談〕
●ベビーベッド
〔無料〕
●シングル
ベッド
（5～6年使用）
〔無料〕
●エレクトーン
〔応相談〕
●ヤマハエレクトーン
（HS-8）
〔無料〕
●ランドセル
（赤）
〔無料〕
●電球型蛍光灯
（8W 5個・10W 1
個・20W 2個）
〔1,000円〕
●和風シーリングライト
（8～10畳用）
〔500円〕
●
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 〔

〕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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東北大学無料法律相談所

仙台法務局出前講座

6月のお知らせ

水防工法訓練を行います
台風などの大雨で阿武隈川が急
激に増水し、堤防が決壊すること
を想定して、岩沼・名取両市水防団
による水防工法訓練を行います。
日時／6月23日㈰ 10時～
場所／阿武隈川分水路東側
（押分地内）
※当日は、演習招集訓練のため、７
時にサイレンを鳴らしますので、
火災や各種警報と間違わないよう
に注意願います。
問／消防署警防係（☎ 22-5171）

学校プール臨時監視補助員
募集（募集10数名）

勤務場所／市内各小・中学校
勤務日／夏休み期間のプール開放日
勤務時間／8時30分～16時30分
時給／710円
応募資格／泳ぐことができる高校
生および大学生ほか（7月6日㈯
の救急救命講習会を受講できる
方で、未成年者の場合は、保護者
の承諾を得られる方）
受付期間／6 月 3 日㈪～ 14 日㈮
（履歴書持参時に面接を行いま
す の で、 平 日 の 8 時 30 分 ～
17 時までにおいでください）
受付・問／教育委員会教育総務課
（市役所5階☎内線551）

学校給食の臨時調理員募集
（募集若干名）

勤務場所／市内各小・中学校
勤務時間／8時～16時45分
（休憩60分）
賃金／日額5,900円
応募資格／健康で給食調理業務の
できる方
受付期間／6月3日㈪～随時

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

※履歴書持参時に面接を行います
ので、事前に電話連絡をお願いし
ます。
受付・問／教育委員会教育総務課
（☎内線551）

クールビズを実施
市では、地球温暖化対策の一環
として、庁舎などの冷房温度を
28度に設定することとしていま
す。このため、夏季期間
（6月1日㈯
～10月31日㈭）については、職員
が軽装により職務に当たっていま
すので市民の皆さんのご理解とご
協力をお願いします。なお、これ
までどおり、職員は胸に名札
（課、
職名、氏名記載）
を付けていますの
で、気軽に声をお掛けください。

平成25年度税務職員採用試験
（高校卒業程度）

受験資格／ ① 試 験 年 度 の 4 月 1
日において、高等学校または中
等教育学校を卒業した日から起
算して 3 年を経過していない
者および試験年度の 3 月まで
に高等学校または中等教育学校
を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げると同等の
資格があると認める者
一次試験／9月8日㈰
受験申込受付期間／インターネッ
ト：6月24日㈪～7月3日㈬、
郵送・持参：6月24日㈪～28日㈮
問／人事員東北事務局
（☎022-221-2022）
仙台国税局人事第二課
（☎022-263-1111内線3236）

第34回 富 士 山・青 少 年 国 際
交流キャンプの参加者募集

富士山麓の自然豊かなキャンプ
場で、全国から集まる日本人青少
年と在日外国人青少年が、キャン
プ生活や富士登山などの野外活動
を共にしながら友情を深め、国際
感覚を身につけると同時に、さま
ざまな体験を通して、仲間と協力
し助け合う楽しさ、大切さを学ぶ
ことを目的とします。
期間／7月31日㈬～8月4日㈰
場所／山梨県本栖湖青少年スポー
ツセンター
定員／日本人80名、
外国人20名
対象／小学3年生～中学3年生
内容／富士登山・テント設営＆生
活体験・野外炊飯体験、キャン
プファイアなど
締切／7月5日㈮
参加費／小学生：65,000 円、中
学生：76,000 円（共に仙台発
の費用）
説明会日時／6月15日㈯
15時30分～16時30分
説明会会場／フォレスト仙台
第6会議室
問・資料請求／公益財団法人国際
青少年研修協会
（☎03-64594661・ info@kskk.or.jp)

仙台地方・家庭裁判所から
のお知らせ

7 月の広報のテーマは「裁判所
における個別労働紛争解決手続に
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）

有料広告を掲載しています
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６月
寝具洗濯乾燥サービス
を実施

市では、おおむね65歳以上で寝
具の衛生管理が困難な１人暮らし
や寝たきりの方を対象に「寝具洗
濯乾燥消毒サービス」を実施しま
す。
受付期間／6月3日㈪～14日㈮
対象／掛け布団･ 敷き布団･ 毛布
各１点ずつ
申込・問／介護福祉課（総合福祉
センター内☎24-3016）

レシピ集」
を作成しました。
関係団体などに配布するほか、
個人向けに１冊 200 円で販売し
ます。（市役所３階健康増進課で
月～金曜日、９時～ 17 時で受付）
２穴空きでファイルに綴じられる
形になっていますのでとても便利
です。（なお、
「心を Hot させる
料理レシピ集」は１冊 800 円で
販売中。）
皆さんも、
ご家庭で料理し、
おい
しく食べて健康になりませんか。
問／健康増進課
（市役所3階☎内線345・346）

家族介護教室

月のお知らせ
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今回は「①食事介助の方法と高
齢者向けの食事の試食」と、日頃の
疲れを解消できる「②リラックス
体操」を行います。
日時／6月21日㈮
13時30分～15時30分
場所／北部地区老人憩の家
講師／①株式会社ニチイ学館
大友 智子氏 ②デイサービスさ
とのもり作業療法士 蜂谷 智美 氏
定員／20名
参加費／無料
対象者／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター
（☎25-6834）

「岩沼健幸力アップメニュー」
おいしくたべて健康づくり

皆さんの健康づくりに役立てて
もらうため、栄養バランスのとれ
た「岩沼市健幸力アップメニュー

特設人権相談所
6 月 1 日は、昭和 24 年のこの
日に人権擁護委員法が施行された
ことにちなみ「人権擁護委員の日」
になっています。この日を記念し
て人権に関する特設相談所を開設
します。
相談は無料で、相談内容の秘密
は守られます。当日は、電話相談
も受け付けますので、気軽にご相
談ください。
日時／6月3日㈪ ９時～16時
場所／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
（市役所6階☎内線643）

◆高齢者肺炎球菌ワクチン接種一部助成◆
～ 70 歳以上の希望者に実施します～

高齢者の肺炎の原因の中で最も多いと言われている肺炎球菌による
肺炎の予防と重症化を防ぐため、
接種を希望する70歳以上の高齢者の
肺炎球菌ワクチン接種に要する費用の一部(3,000円)を助成します。
実施場所／市内委託医療機関
（接種希望者は下記医療機関の窓口に申
し出てください。
）
対象者／接種日現在で満70歳以上の方
（ただし、
再接種の場合、
前回接種から5年以上経過している方）
接種回数／1回
個人負担／5,000円
（医療機関窓口に納入してください）
定期予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種の市内委託医療機関は下記
になります
（完全予約制）

（順不同）
電話番号

医 療 機 関 名
森整形外科クリニック

電話番号
22-1311

医 療 機 関 名
ありた総合内科クリニック

山本外科内科医院

22-2630

緑の里クリニック

23-2678

青木神経科内科クリニック

24-5501

西陵内科

22-1818

丹野医院

22-2293

森川こどもクリニック

25-2711

安田内科医院

22-2693

おなかのクリニック

25-6188

森川医院

22-2848

岩沼クリニック

25-6858

中川医院

22-2016

脳外科内科すずきクリニック

25-6567

本郷医院

24-2100

あおば内科・胃腸内科クリニック

29-3741

石垣記念岩沼中央整形外科

22-5111

スズキ記念病院

23-3111

25-2561

問／健康増進課（内線☎ 345・346）
有料広告を掲載しています
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子どもの人権110番

6月24日㈪～30日㈰までの7日間を全国一斉「子どもの人権110番」強化週間と定め、時間を延長して相談電話を
開設します。 日時／6月24日㈪～28日㈮8時30分～19時、29日㈯・30日㈰10時～17時
電話番号／フリーダイヤル0120-007-110 問／仙台法務局人権擁護部（☎022-225-5743）

