7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

手作りえほん教室

今月の休館日は22日㈪です

毎年恒例となっている、
「手作りえほん教室」を、今年も開
催します。
「世界でたった 1 つの、自分だけのオリジナル絵本」
を作ってみませんか。
日時／ 8 月 1 日㈭～ 3 日㈯ 10 時～ 12 時
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム千貫
講師／岩沼よみきかせの会
対象／市内にお住まいの方
（小学校低学年以下は保護者同伴）
絵本は3日間で完成しますので、
全日程参加できる方
定員／ 20 名（先着順） 申込期間／ 7 月 2 日㈫～ 20 日㈯
申込方法／材料費 500 円を添え、カウンターにてお申し込み
ください

展示コーナーの開設
当館では、市民の学習の成果などを発表する場として活用し
てもらうため、当館内に展示コーナーを設置しました。趣味や
サークル活動の発表の場としてご利用ください。
○設置場所
１階 エントランスホール可動式展示パネル
２階 セミナールーム外側壁面のピクチャーレール設置面
２階 ふるさと展示室外側壁面のピクチャーレール設置面
○展示できる作品
絵画、書、写真、版画絵など、ピクチャーレールから展示用
ワイヤーを使用して展示できる作品

※営利または政治的、思想的もしくは宗教的な勧誘・布教を目的に
した展示はできません。詳しくは、当館の職員にお問い合わせく
ださい。
７月の休館日／１日㈪、８日㈪、15 日㈪、22 日㈪、29 日㈪、31 日㈬
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

松竹大歌舞伎

7/12㈮

昼の部 13:30開演
♪演

目 一
二

夜の部 18:00開演

番町皿屋敷 一幕二場
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）
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）

宝くじ文化公演「桂文珍独演会」

8/3㈯

14:00開場

14:30開演

♪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・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：21929）
※宝くじの収益金から助成金を受けまして、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。

仙台フィルハーモニー管弦楽団
マイタウンコンサートin岩沼

第27回みんなで歌う第九の会
第九演奏会出演者募集

募集期間／ 7 月 20 日㈯締切
応募資格／小学生以上の男女（合唱経験の有無は問いません）
参加費／ 1 万円（練習全期間分）
ただし、高校生以下の方および震災で罹災された方は無料
日時／ 12 月 15 日㈰ 15 時
申込・問／岩沼市民会館内「みんなで歌う第九の会」事務局
上野（ 090-9426-3547） 武田（ 090-5849-6799）

9/1㈰

14:00開場

14:30開演

♪入 場 料 一般
（全席自由） 高校生以下

2,000円
1,000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・チケットぴあ
ローソンチケット・イープラス

有料広告を掲載しています
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ハナトピア岩沼体験講座
講座名

内

容

日

時

場

所

募

集

締

切

参加料
講

師

持ち物

日本料理

お菓子教室

家庭でできる
フラワー
フランス料理
アレンジメント
「トートバッグにペイ 前菜：アボカドの冷 夏休みのキッズフラ
ント」
製スープ
ワーアレンジ
メイン：鶏肉のコル
ドンブルー
生活雑貨ペイント

新生姜御飯、豆麩入り「ティラミス」
のおくずかけ、茄子の「ピッツァ」
ずんだ和え、なめこの
翁和え、蓮根入り豆腐
ハンバーグ
旧暦のお盆がやって来 夏休みにぜひ作って
ますので精進料理を勉 い た だ き た い ピ ッ
強して仏壇にお供えし ツ ァ と デ ザ ー ト の
てみてはいかがですか。ティラミスです。
7月13日㈯
7月21日㈰
10:00～13:30
10:00～13:00
体験加工室
体験加工室
20名
12名
（最少催行5名）
（最少催行4名）
7月8日㈪
7月11日㈭
2,000円
3,000円
(材料費含む)
（材料費含む）
及川 孝子さん
只木 満理さん
エプロン・タオル
エプロン・筆記用具
筆記用具

キャンバス地のトート お肌の潤い補給に効 ブルー系の花に貝殻
バッグにアクリル絵の 果的なアボカドで夏 などを飾って夏らし
具 で バ ラ を ス テ ン シ に最適な冷製スープ い 作 品 に 仕 上 げ ま
ル・ペイントします。 などを作ります。
す。
7月26日㈮
7月28日㈰
7月31日㈬
9:30～12:30
11:00～14:00
13:00～15:00
研修室第2
体験加工室
研修室第2
10名
10名
小学生10名
（最少催行3名）
（最少催行6名）
（最少催行3名)
7月16日㈫
7月18日㈭
7月22日㈪
1,500円
3,500円
1,800円
（材料費含む）
（材料費含む)
（材料費含む）
曵地 未紀さん
猪岡 暖子さん
山本 明美さん
筆を洗うケース
エプロン・筆記用具 新聞紙・ハサミ・ゴ
エプロン
（髪の長い方は髪止め） ミ入れ用ビニール袋

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にて下記まで。※窓口で直接申
込も可能です。電話での受け付けはいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。申込者へは後
日ハガキで内容などをお知らせします。※「フラワーアレンジメント」申し込みの方はお子さんの氏名・学年・保
護者名も記入ください。
24-4887）
問 ／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787

リサイクル情報コーナー

月のお知らせ

7

巡回相談(無料法律相談)
宮城県社会福祉協議会主催の無
料法律相談が岩沼市で開催されま
す。法律に関する悩みなどがある
方はこの機会にご相談ください。
日時／ 7 月 9 日㈫ 10 時～ 15 時
※無料法律相談は 1 組 30 分まで。
会場／総合福祉センター
（ あいプラザ）
相談対応者／弁護士
費用／無料 定員／８組（先着順）
※事前申し込みが必要です。
問／岩沼市社会福祉協議会
（☎ 29-3711）

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？

※7月5日㈮ 8時30分より電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

●北中男子制服（ブレザー 160A・スラックス W70・ネクタイ）
〔応
相談〕●ランドセル（赤）
〔無料〕●アルミホイール（①15インチ4 穴
②13インチ4 穴マルチ●エッジングマシン（プロ仕様）
〔応相談〕
●和風シーリングライト（8 ～ 10 畳用）
〔500円〕●電球型蛍光灯
（8W 5 個・10W 1個・20W 2 個）
〔1,000円〕●ベビーベッド〔無料〕

○譲ってください 〔

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

(株)相 傳 商 店

有料広告を掲載しています
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〕は希望価格

●ベビーベッド
〔無料〕●西中体操着
（S～M）
〔無料〕
●エレクトーン
（ヤマハステージアミニ）
〔応相談〕
●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。

伝統を守り、昔ながらの手作りの香味豊かな逸品を造り続けています。
御土産としてもこの上ない逸品です。

お問い合わせ・お求めは
岩沼市中央3-1-24

〕は希望価格

☎0223-22-5000

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／7

市の震災対応臨時職員（業務員・
月1日㈪～10日㈬雇用期間／8月1日㈭～平成26年1月31日㈮人数／各１名※勤務形
事務補助員）を再募集します

態・日額・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）

7月のお知らせ

市営住宅

入居者募集

受付期間／7月16日㈫・17日㈬
9 時～ 16 時 30 分（期日厳守）
当日持参物／申込本人および同居
親族で収入のある方全員の源泉
徴収票など所得を証明できるも
の、印鑑、官製はがき１枚（抽
選結果通知用）
※申込書・募集案内は７月８日㈪
から都市計画課で配布します。
（閉
庁日は除く）
※申し込みは１世帯１戸に限りま
す。
申込資格／①住宅に困窮している
こと②地方税の滞納のないこと
③暴力団員でないこと（入居予
定の親族も含む）など
募集住宅／ 2 戸
住宅名
間取
亀塚第2
3K
里の杜 1LDK

階数
1
1

戸数
1
1

受付・問／都市計画課住宅係
（市役所 4 階☎内線 438）

大きな地震への備えを
①木造住宅耐震診断助成
建築から一定期間経過した木造
住宅について、耐震診断士を派遣
し、診断を行います。
対象／昭和 56 年 5 月 31 日以前
着工の木造一戸建て住宅
受付戸数／15戸（建築時期と床面
積が分かる資料を持参のこと）
自己負担額／ 8,000 円（調査時
の支払いとなりますが、延べ面
積が 200㎡を超える場合は別
途料金が加算されます）
②木造住宅耐震改修工事助成

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

市が助成する耐震診断後に耐震
改修設計および耐震改修工事を行う
場合、
その費用の一部を助成します。
対象／市が助成する木造住宅耐震
診断により耐震性が基準を満た
さないと判断された住宅
受付戸数／5 戸
限度額／450,000 円
（補助率：工事費用の1/2）
申込／都市計画課（市役所4 階）
に備え付けの申込用紙に記入の
上、提出してください。
（ 印鑑を
持参）
受付／閉庁日を除く9 時～17 時
問／都市計画課住宅係（☎内線438）

業を行います。○水圧の低下や赤
水が出る可能性がありますが、断
水にはなりません。○エコ給湯器
は自動で給水を行いますので、元
栓を閉じていただけると安心で
す。○受水槽施設がある建物は、
受水槽の元栓を閉じてください。
問／水道事業所工務係
（市役所 4 階☎内線 456･458）

岩沼西地域包括支援センター
第4回 西包括の特ダネ！講座

遭ったら恐い…消費者被害。
最近の詐欺の手口の動向や予防
策について、皆さんで学んでみま
せんか。
日時／７月20日㈯ 10時～12時
場所／西公民館 集会室
講師／岩沼市消費生活相談員
髙橋勝美氏
対象／市内の 65 歳以上の方また
は関心のある方（参加無料）
申込締切／ 7 月 16 日㈫
申込・問／岩沼西地域包括支援セ
ンター（☎ 36-7266）

水道管の清掃作業
東部地区
日時／ 7月23日㈫22時～翌日5時
場所／バイパス（国道4、6号）より東側
西部地区
日時／７月24日㈬22時～翌日5時
場所／バイパス（国道4、6号）より西側
○消火栓から水を出して水道管の
中にある赤さびなどを取り除く作

普通救命講習会
普通救命講習会に参加してみま
せんか。再講習の方も同時に募集
します。
日時／７月21日㈰9時～12時
場所／消防署 3 階会議室
※当日は、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）

文化財企画展
「みちのくの『奥の細道』～芭
蕉の心を捉えたもの～」を開催し
ています。
日時／６月１日㈯～８月 25 日㈰
10時～17時 ※休館日を除く。
場所／市民図書館 2階
ふるさと展示室
入場料／無料
問／ふるさと展示室 （☎25-2302）

有料広告を掲載しています

お詫び
と訂正

広報 6 月号 19 ページの記事、
「けんこうチェック」の健康診査および相談・講
座の対象月齢に一部誤りがありました。対象者へは個別に通知したとおりです。
訂正してお詫び申し上げます。問／健康増進課（☎内線 345・347 ～ 349）

広報いわぬま2013.7月号

22

７月
風疹の予防接種の助成
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現在、全国的に風疹が流行して
います。妊娠初期の女性が風疹
ウイルスに感染すると、
難聴・心疾
患・白内障などの障害を持った赤
ちゃんが生まれてくる可能性があ
ります。市では流行を防ぐため、
風疹の予防接種費用を助成します。
実施期間／7 月 1 日㈪～
平成 26 年 3 月 31 日㈪
対象者／４月１日現在で、岩沼市
に住所を有する 19 歳～ 49 歳
の妊娠を希望する女性およびそ
の配偶者、妊娠している女性の
配偶者
実施場所／市内委託医療機関
※平成 25 年４月１日～７月 31
日㈬までに、自費で接種した対象
者も助成の対象になります。助
成額は MR ワクチン 10,000 円、
風疹ワクチン 6,500 円が上限と
なります。詳しくはホームページ
をご覧ください。
問／健康増進課
（市役所３階☎内線345・346）

家族介護教室
今回はスマイル劇団による寸劇
「おばあちゃん、ありがとう」です。
観て聞いて認知症について正しく
理解しましょう。また６月に引き
続き
「リラックス体操」
も行います。
日時／7月13日㈯
14時～15時30分
場所／北部地区老人憩の家
講師／ＮＰＯ法人スマイル劇団・
デイサービスさとのもり
作業療法士蜂谷智美氏

対象／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
定員／50名
参加費／無料
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）

8月から高齢受給者証が
更新になります

国民健康保険に加入の 70 歳以
上 75 歳未満の方にお使いいただ
いている高齢受給者証は７月 31
日㈬で有効期間が満了となり、８
月１日㈭以降は使用できなくなり
ますので、7 月中に新しい高齢受
給者証を個別に郵送でお届けしま
す。手続きは不要で、今お持ちの
高齢受給者証を返却する必要もあ
りません。
問／健康増進課（☎内線 343）

親子で歩こう！
ウオーキングクイズラリー
お父さん、お母さん！お子さん
と一緒に体を動かしましょう。正
しい歩き方を専門のインストラク
ターに教えてもらい、楽しいクイ
ズを解きながら市内をウオーキン
グします。
日時／ 8 月 1 日㈭
９時 30 分～ 12 時
場所／保健センターおよび市内各所
内容／子どもと一緒に体を動かし
ながら市内をウオーキングクイ
ズラリー
対象／小学校低学年のお子さんと
その親10組 先着順
参加費／無料
申込・問／健康増進課
（☎内線 348）

8月から後期高齢者医療制度
の保険証が更新になります

後期高齢者医療制度の保険証は
8月1日㈭が更新日になっています。
新しい保険証は７月中に個別に郵
送でお届けします。
今回の更新に伴い、保険証の色
がこれまでの緑色からオレンジ色
に変わります。８月以降に医療機
関などを受診するときはオレンジ
色の保険証を忘れずに提示してく
ださい。
問／健康増進課（☎内線 343）
宮城県後期高齢者医療広域連合
（☎ 022-266-1021・1026）

1歳からの離乳食完了期教室
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／７月26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６月と７月生ま
れの子と親（家族でも可）
定員／ 25 組 先着順
（要申込）
参加費／無料
申込・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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文化財だより
配布のお知らせ

『文化財だより・第12号』
を各所で配布しています。 配布場所／ふるさと展示室、市民
図書館、市民会館、
玉浦公民館、
西公民館、
生涯学習課
（市役所５階）
問／ふるさと展示室
（☎25-2302）
、
生涯学習課
（☎内線573）

