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市民図書館からのお知らせ

今月の休館日は20日㈪です

チケットは市民会館、ローソンチケットで販売中

10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/

10月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

10月20日㈪～26日㈰は
「行政相談週間」です！

総務省では、行政相談制度の利用をより一層促進するため、この一週間を「行政相談週間」と定め、
全国一斉に各種の行事を実施します。行政相談は、国の仕事やサービス、各種制度の手続きなどに
関し、相談に応じ、解決の促進を図るものです。　問／東北管区行政評価局（☎022-262-7839）

　秋の読書週間に合わせ、市民図書館で講演会を
開催します。ぜひご参加ください。
講師／千葉  宗久氏（岩沼市文化財保護委員）
演題／「いわぬま歴史散歩」
日時／ 11 月 8 日㈯　10 時 30 分～
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム「阿武隈」
定員／ 80 名　参加費／無料
申込期間／ 10 月 1 日㈬～ 30 日㈭

　10月27日㈪～11月9日㈰は「読書週間」です。
　市民図書館では、講演会などの催し物を行う予
定です。この機会にぜひ市民図書館をご利用くだ
さい。

2014　第68回読書週間
「めくる　めぐる　本の世界」

講演会開催のお知らせ

今月の特集コーナーの紹介
　市民図書館では、毎月テーマを決めて、関連す
る本を紹介しています。貸し出しもできますので、
ぜひご利用ください。
○一般書のテーマ　

「収穫　今年もやろう、芋煮会！」
　今月は「収穫」がテーマです。秋の味覚、おい
しいものをたくさん食べて、岩沼を新発見！
○児童書のテーマ

「ハロウィーン」・「秋まつり」
　ハロウィーンの魔女やおばけの絵本、秋のおい
しい食べ物の絵本を展示しますので、ご利用くだ
さい。

いわぬま市民劇団ウィープ
第14回定期公演

	「ナツヤスミ語辞典」
10/12㈰ 　①14時開演 ②18時30分開演 

♪会　場
♪脚　本
♪入場料

中ホール　
成井 豊（演劇集団キャラメルボックス）
一般前売　1,000円（当日1,300円）
ペアチケット　1,500円

（ペアチケットはローソンチケット限定）
※中学生以下無料(要整理券、整理

券は市民会館にて配布中)。

10/13㈪㈷　①10時開演 ②14時開演

♪会　場

響け復興の第九みんなで歌う第九の会
ベートーヴェン交響曲第九番演奏会
12/14㈰1/25㈰ 　14時30分開場　15時開演

大ホール　
※チケット発売日は、お問い合わせください。

けんみん1,000円コンサート
「佐山雅弘&石田泰尚DUOコンサート」

14時30分開場　15時開演
大ホール　
一般前売  1,000円（当日1,200円）

チケットは10/15㈬から
下記プレイガイドで販売

≪プレイガイド≫
岩沼市民会館、手芸の店まむ

（ヨークベニマル岩沼店内）、
岡文、藤崎、東京エレクト
ロンホール宮城、ローソンチ
ケット（Lコード：28935）

♪会　場
♪入場料

10/18㈯ 13時30分開場　14時開演
♪会　場
♪出　演
♪入場料

大ホール　
陸上自衛隊東北方面音楽隊
無料。全席自由（要整理券）

陸上自衛隊東北方面音楽隊
岩沼ふれあいコンサート

※整理券は市民会館にて配布中。
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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？

○譲ります　〔　　〕は希望価格
●電子ピアノ〔無料〕　●紺ブレザー・スラックス（男性用・M）〔無料〕
●たんす（10年前購入）〔無料〕　●ゴルフバックセット（バック付）〔格安〕
●エレクトーン（30年前購入）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●西こばと幼稚園女子制服スカート・セーター（120cm）〔応相談〕
● 使い古しの浴用タオル〔無料〕※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）

※ 10 月７日㈫　8 時 30 分より電話に
て受け付けします。

日時／10月22日㈬　
　10時～15時
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
相談時間／１人45分程度
※10月17日㈮まで要予約。
申込・問／みやぎ青年交流推進セ

ンター（☎022-293-4638
　平日10時～17時）

日時／11月1日㈯　13時～16時
場所／名取駅コミュニティプラザ
内容／術後のケア、装具、社会生

活、福祉制度などに関する相談
会

対象／県内のオストメイト（人工
肛門・人口膀胱保有者）および
家族など

講師／宮城県立がんセンター
　皮膚排泄ケア認定看護師　
　斎藤　知江氏
問／（公社）日本オストミー協会
　宮城県支部
　（☎・ 0228-32-4234）

　犯罪被害者支援活動への理解を
深めるため、宮城県警察が公益社
団法人みやぎ被害者支援センター
との共催により開催します。
日時／11月11日㈫　13時～
場所／江陽グランドホテル　5階

鳳凰の間（仙台市青葉区本町2
丁目3-1）

内容／
　● 第1部　シンガーソングライ

ターさとう宗幸氏によるミニ
コンサート

　●第2部　犯罪被害者ご遺族
　（秋田看護福祉大学教授）山内
　　久子氏による講演
申込方法／はがきまたはファクス

で下記まで（入場無料）
申込・問／公益社団法人みやぎ被

害者支援センター
　（☎・ 022-301-7840）

　障害のある人への理解を深め、
障害のある人たちが自立した日常
生活および社会生活を営むことが
できるよう、ちょっとした配慮や
支援ができるサポーターを養成す
る講座です。
日時／10月14日㈫　13時30分

～16時
場所／総合福祉センター（ あい

プラザ）

講演／「障害のある人を支えると
いうこと。地域で支え合うとい
うこと」
講師／酒井　保氏（ご近所クリ

エーター）
対象／障害のある人々の活動を支

えたい方、ボランティアに関心
のある方
定員／30名（参加無料）
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
　（☎29-3711　 29-3341）

　私人間の権利・義務を明確に
し、争いを未然に防止するのが公
証制度です。
　遺言、任意後見、離婚（養育費
や慰謝料など）や金銭・土地建物
の貸借、不動産の売買などの大切
な契約は、法務大臣が任命した法
律の専門家である公証人が作成し
た公正証書にしておくことをおす
すめします。詳しくは、お近くの
公証人役場へご相談ください。
問／仙台法務局（☎022-225-5718）
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リサイクル情報コーナー

ゆずり
あい

10月1日㈬～31日㈮は「行政
書士制度広報月間」です

各都道府県行政書士会および日本行政書士会連合会では、毎年10月を「行政書士制度広報月
間」と定め、行政書士制度の普及・浸透に努めるため、無料相談会の開催や社会貢献事業など
さまざまな活動に取り組むこととしています。　問／宮城県行政書士会（☎022-261-6768）

国・県などから

結婚相談会開催（相談無料）

オストメイト相談会

犯罪被害者週間
県民のつどい公開講演会

障害者アクティブ応援団
「障害のある人々の活動を支
えるサポーター」養成講座

10月1日㈬～7日㈫は
「公証週間」です
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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 薄井 　淳(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　
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受付場所／防災連絡協議会事務局
（岩沼市消防署危険物係）、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）

～動物追い払い花火をご使用され
ている方へ～
　打ち上げ式の動物追い払い花火

（連続発射式のもの）を直接手に
持ち使用する誤った使用方法によ
り、指を欠損する事故が多発して
います。使用の際は、下記の注意
点を順守し、安全な取り扱いを心
掛けてください。
注意点／
　 ①使用の際は、絶対、直接手に
持たない。杭などで地上に固定
する。またはやむを得ず手に
持って使用する場合は、専用ホ
ルダーを使用し、ゴーグル、耳
栓、革手袋などの防護具を併用
すること。

　 ②㈱ライズが販売した動物駆
逐用煙火（5連発式）で製品名

「駆除雷5発」（2012年5月中国
製）については、同社が自主回
収を行っており、当該製品をお
持ちの方は、絶対に使用せず、
販売元（㈱ライズ☎086-295-
1179）に連絡すること。

問／消防署　予防課　危険物係　
　（☎22-5171）

　被災求職者の方々を対象に、市
の震災対応臨時職員として雇用の
場を提供します。当面の生活維持
と再就職に向けた生活の経済的支

援を目的に、期間限定で雇用します。
対象／市内に住所を有し、現在求

職中の方
募集期間／10月1日㈬～10日㈮
※平日のみ。
雇用期間／11月1日㈯～平成27

年3月31日㈫
応募方法／募集期間内に、次の書

類を商工観光課（市役所３階）
へ直接持参してください（郵送
不可）。履歴書・職務経歴書・
その他失業者であることを証明
できる書類

選考方法／書類審査と面接審査を
実施し、採否の結果を後日連絡
します

※社会保険・雇用保険加入となり
ます。
職種および勤務条件（4名程度募集）
職　　種 事務補助員・業務員
勤務内容 市内における震災関係

の補助業務
業務形態 週 5 日（月～金曜日）

1 日 7 時間 45 分勤務
日　　額 事務補助員　5,700 円

業務員　　　5,900 円
問／商工観光課
　（市役所３階☎内線322）

日時／11月1日㈯　9時～15時
場所／宮城刑務所（若林区古城2

丁目3-1）
内容／矯正行政の広報、刑務所作

業製品展示・販売、刑務所作業
体験、親子刑務官写真撮影、出
店、各種イベント
問／宮城刑務所　作業部門
　（☎022-285-1967）

　味噌作りを希望する団体が多
く、日程調整が必要なことから、
平成27年度の味噌作りの日程に
ついて抽選会を行います。申し込
みは不要ですので、味噌作りを計
画している団体は直接ご来場くだ
さい。なお、駐車スペースが限ら
れますので1グループ1台に乗り
合わせてご来場ください。
日時／11月7日㈮　14時～
場所／農村環境改善センター
　多目的ホール
問／農村環境改善センター
　（☎24-3893）

　新しい農地の貸し借りの制度と
して、「農地中間管理事業」が始
まりました。
　農地中間管理機構という組織
が、農地の所有者（出し手）から
農地を借り受け、耕作者（受け手）
が効率よく営農できるよう配分し
て貸し付けする事業です。
　耕作者を探している方、農地を
借りたい方で、農地中間管理機構
の利用をお考えの場合は、必要な
手続きがありますので、JAまたは
市役所へお問い合わせください。
問／農政課（☎内線313・314）

　乙種第4類受験者を対象に講習
会を行います。
日時／10月26日㈰　9時～16時
場所／亘理町中央公民館　視聴覚室
受講料／3,000円（教科書代含む）
受付期間／10月1日㈬～24日㈮

10月10月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ10月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

国・県などから

味
み
噌
そ
作り日程調整（抽選）会

動物駆除用（連続発射式）
による事故の防止について

雇用創出基金事業で市の震
災対応臨時職員を募集します

みちのく・みやぎ矯正展
(入場無料)

農地中間管理機構による
農地の出し手・受け手の募集

危険物取扱者試験準備講習会

特定計量器定期
検査を実施します

2年に1回、県が行う特定計量器定期検査を、商業者対象に実施します。
日にちと地区／11月4日㈫：中央地区　11月5日㈬：玉浦地区、千貫地区　場所／旧勤労青少年ホーム
受付時間／10時～15時　問／県計量検定所検査班（☎022-247-1641）
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　認知症の方を介護していて抱え
る悩みや疑問を、同じ悩みを持つ
方たちと語り合ってみませんか。
日時／10月21日 ㈫　13時30分

～15時（受付：13時15分～）
場所／総合福祉センター（ あい

プラザ）2階　ボランティア活
動研修室
内容／
　① 講話「認知症についての理

解、対処法を知る」
　②お話タイム
協力／公益財団法人認知症の人と

家族の会宮城県支部
対象／認知症の方を介護している方
定員／15名
申込・問／介護福祉課　高齢者い

きがい係（☎24-3016）

①栄養改善（口腔）教室
日時／10月16日㈭
　10時～13時30分
場所／総合福祉センター（ あい

プラザ）1階　調理室
内容／シニアライフを元気に過ご

すための食生活のポイント
　 ～作って楽しみ、食べて楽しみ、

健幸を楽しみましょう～
講師／岩沼市デイサービスセン

ターさとのもり
　管理栄養士　齋　敏子氏
②閉じこもり予防教室
日時／10月10日 ㈮　13時30分

～15時
場所／北部地区老人憩の家
講師・内容／

　●第1部　岩沼市社会福祉協議会
　　大友　康司郎氏
　　「さぁ～出かけましょう、な
　　つかしのメロディを歌いま
　　しょう！」
　● 第2部　岩沼市デイサービス

センターさとのもり
　　作業療法士　山口  怜子氏　
　　 「健幸生活、自宅で毎日でき

る体操を覚えましょう！」
①、②ともに
定員／20名　参加費／無料
対象者／介護認定を受けていない

65歳以上の方
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）

　市内に居住されている該当者の
方には、12月に案内状をお送り
します。市外にお住まいの方で、
岩沼市の成人式に参加を希望され
る方はご連絡ください。
日時／平成27年1月11日㈰
　12時30分受付開始　
　13時30分開式
場所／市民会館　大ホール
該当者／平成6年4月2日～平成7

年4月1日に生まれた方
問／生涯学習課
　（市役所5階☎内線572・573）

　収穫したあと、サツマイモを
使ったスイーツを作ります。収穫
したサツマイモはお持ち帰りいた
だけます。

日時／10月26日㈰　9時～12時
※雨天時は11時～お菓子教室の
み開催。収穫は11月1日㈯に延期。
場所／ハナトピア岩沼
対象者／市内の小学生（保護者の

同伴が必要です）
参加費／1,000円（小学生1名）
申込方法／官製はがき１枚を持参

の上、ハナトピア岩沼へ申し込
みください（９時～17時。電
話申込不可）

募集／小学生20名
※申し込み多数の場合は抽選。
主催／岩沼市農村青少年クラブ連

絡協議会
締切／10月15日㈬　12時
問／農政課（市役所3階☎内線315）

　岩沼南中央線の道路改良工事に
伴い、片側交互通行となりますの
で、ご協力をお願いします。
日時／10月～平成27年3月末日
（予定）　9時～17時

※作業の都合により、変更する場
合があります。
場所／中央2丁目
規制内容／片側交互通行
問／土木課　建設係
　（市役所4階☎内線414）
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保健・福祉

くらし

岩沼市介護予防事業

平成27年岩沼市成人式

サツマイモ取り放題！
収穫＆お菓子教室参加者募集！

道路工事に伴う交通規制

認知症移動相談会

新ごみ処理施設の
施設名称募集

亘理名取共立衛生処理組合では、岩沼市下野郷字新藤曽根地内に建設している新ごみ処理施設（平成
28年4月稼働予定）の施設名称を募集します。応募方法は、組合ホームページまたは10月1日発行
の組合広報誌をご覧ください。　問／亘理名取共立衛生処理組合総務課（☎22-1717）

市道岩沼南中央線

岩沼小
ＪＡ岩沼市

岩沼市
商工会
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