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市民図書館からのお知らせ

今月の休館日は17日㈪です

11 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/

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？

※ 11 月７日㈮　8 時 30 分より電話にて受け付けします。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

○譲ります　〔　　〕は希望価格
●紺ブレザー・スラックス（男性用・М）〔無料〕 ●電子ピアノ〔無料〕 ●ゴルフクラブセット（バッグ付）〔格安〕 ●エレクトーン（30年前購
入）〔無料〕 ●鍵盤ハーモニカ（6年使用）〔2,000円〕 ●絵の具セット（6年使用）〔無料〕 ●衣装ケース（4 ～ 5年使用）〔無料〕 ●西中男子制
服・Y シャツ（L サイズ）〔5,000円〕 ●西中女子制服（LL サイズ）〔5,000円〕 ●西小学校体操着一式（140 ～ 150cm、3年使用） ●小学生用
国語辞典（6年使用）〔無料〕 ●英語辞典（3年使用）〔無料〕 ●おもちゃ（サンリオキャラクターキッチンセット、5年前購入）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●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。

11月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

リサイクル情報コーナー ゆずり
あい

事業主の皆さま
労働保険の加入はお済みですか？

～11月は労働保険適用促進強化月間です～労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業
主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。まだ労働保険の加入手続きをと
られていない事業主は、今すぐ、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所にご相談ください。

12/14㈰ 14時30分開場
15時開演 

第28回みんなで歌う第九の会

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

≪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　大ホール　
♪入場料　全席指定
　　　　　一般前売  1,000円（当日1,200円）

1/25㈰

♪会　場　大ホール
♪出　演　みんなで歌う第九の会
　　　　　仙台フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　指揮：大井　剛史
　　　　　ソプラノ：松井 亜希  アルト：髙山 圭子
　　　　　テノール：所谷 直生  バリトン：斉木 健詞
♪入場料　指定席　3,500円    自由席　3,000円 

チケットは市民会館で販売中
※東日本大震災被災者無料ご招待。り災証明書ご持参

の方に招待券を差し上げます。岩沼市民会館にてお
一人様2枚まで先着200名限定。

チケットは下記プレイガイドで販売中

平成27年

　いつもの読み聞かせのほか、絵本にちなんだ
工作を行います。ご家族一緒においでください。
日時／ 11 月 13 日㈭　10 時 30 分～
場所／市民図書館  お話しコーナー    テーマ／「秋」
協力／ボランティアグループ「ぐうちょきぱあ」の皆さん

朗読会開催

拡大おはなし会

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　

「健康～誰もが気になる～」
　「健康・健幸」は、からだづくりから始まります。
寒くなってくるこの時季、足腰を鍛えて、紅葉
狩りに出掛けてはいかがでしょうか。
○児童書のテーマ

「真っ赤なもみじ」・「はしる！」
　秋の紅葉など季節に合わせた絵本や、かけ
っこ・マラソンがテーマの絵本を展示します。

日時／ 11 月 15 日㈯　11 時～ 11 時 50 分
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム「貞山」
ボランティア／「朗読の会　こだま」の皆さん
朗読作品／『わたしの木、こころの木』いせひでこ作
　「木」にまつわる物語や絵本を書く作家、いせひでこさんの

最新作。木と人の交わりを描いた珠玉の 12 編を朗読します
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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。 (株)相 傳 商 店 

☎0223-22-5000

　11月17日㈪～23日㈰の一週
間、女性をめぐるさまざまな人権
問題に対し、人権擁護委員が電話
相談に応じます。相談は無料で、
予約は不要です。秘密は固く守ら
れます。
開設日／
　11月17日㈪～21日㈮ 
　　8時30分～19時
　11月22日㈯・23日㈰
　　10時～17時
相談電話番号／0570-070-810
問／仙台法務局 人権擁護部
　（☎022-225-5743）

　宮城県内の事業場で働く全ての
労働者（臨時、パート、アルバイ
トなどを含む）に適用される宮城
県最低賃金は、下記のとおり改正
されました。
時間額／710円
効力発効日／平成26年10月16日
問／宮城労働局 労働基準部 賃金室
　（☎022-299-8841）

日時／11月20日㈭  13時30分開
始（13時から受付開始）

場所／岩沼市民会館　中ホール
対象者／市内の給与支払者
※ 対象者には別途、年末調整関係

書類とともに開催日時などを記
載した案内文を送付します。
問／仙台南税務署 法人課税第一部

門（☎022-306-8001内線252）

　個人事業税（第２期分）の納期
限は12月1日㈪です。
　8月に郵送しました納税通知書
で、期限までに忘れずに納付しま
しょう。
　金融機関、各県税事務所の窓口
での納付のほか、税額が30万円
以下の場合にはコンビニエンスス
トアからの納付もできます。
　納付書を紛失してしまった場合
や、期限までに納付が困難な方は、
お早めに下記の県税事務所にご相
談ください。
問／宮城県仙台南県税事務所
　〇課税に関すること
　課税第二班（☎022-248-2962）
　〇納税相談に関すること
　納税第一班（☎022-248-2963）
　〇口座振替等に関すること
　納税第二班（☎022-248-2986）

①ふるさと宮城の教育講演会
日時／12月6日㈯  13時30分～

15時30分
内容／演題「夢に向かって」
講師／北海道日本ハムファイターズ  

ファーム内野守備コーチ
　小坂  誠氏（亘理郡山元町出身）
定員／200人（申込先着順）
②特別支援教育公開講座
日時／12月13日㈯  13時～15時

30分
内容／演題「発達障害のある児童

生徒の思春期と二次障害のシナ
リオ」

講師／宇部フロンティア大学　
　臨床教授　小栗  正幸氏
定員／200人（申込先着順）

申込方法／①・②とも下記申込
フォームから申し込みください。
　 http://www.edu-c.pref.miyagi.

jp/guidance/saturdaycorse
※ ①・②とも会場は宮城県総合教

育センター　3階　研修室（名
取市美田園2-1-4）です。

※ ①・②どちらの講座も申し込み
と同時に受講決定となります。
申込期間／各講座開催前日まで
問／宮城県総合教育センター 
　企画調整班（☎022-784-3548
　 022-784-3571）

　県では、東日本大震災で被災し
た貞山運河をはじめとする運河群
の復旧を行うとともに、復興と鎮
魂のシンボルとして桜を植樹し、
津波防災意識の継承と、人々の集
う魅力的な景観を創出する取り組
みを行っています。
　桜植樹に当たり、以下について
募集していますので、ご支援・ご
協力をお願いします。
募集内容／
　①桜植樹ボランティア
　②寄附金
　③苗木や資機材
　④桜回廊サポーター
※内容・申込方法など詳しくは、
問い合わせ先またはホームペー
ジ（http://www.pref.miyagi.
jp/soshiki/kasen/ki-teizan-
sakura.html）をご覧ください。
問／宮城県 土木部 河川課
　（☎022-211-3172）

　

11
月
の
お
知
ら
せ

返しきれない借金で
悩んでいませんか？

専門相談員が相談者（自営業者を含む個人の方）の悩みを丁寧にお聞きし、問題の解決に向けアドバ
イスなどを行い、必要に応じて弁護士・司法書士などに引き継ぎをしています。相談無料、秘密厳守。
問／東北財務局 金融監督第三課 多重債務相談窓口（☎022-266-5703平日9時～17時、昼は除く）

国・県などから
全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

個人事業税の納付について

宮城県最低賃金の改正

平成26年分
年末調整説明会

土曜講座受講者募集

桜植樹を通じた貞山運河復興
へのご支援・ご協力を

お問い合わせ・お求めは
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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　

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／10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／8,300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
　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
う場合に、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／4戸
限度額／450,000円（補助率：

工事費用の1／2）
③	スクールゾーン内危険ブロック
塀等改善補助

　歩行者が多数通行する公道に面
した、倒壊の危険度が高いブロッ
ク塀（高さ1m以上）について、
塀の解体および解体後にフェン
ス、生垣などを設置する場合に費
用の一部を助成します。
※ 隣地との境界にあるブロック塀

などの私有財産は対象になりま
せん。

補助金額／除却：道路からの見付
面積1㎡当たり4,000円（限度
額20万円）

　 設置：設置延長に4,000円を乗
じた額（限度額10万円）

受付戸数／9戸

④家具転倒防止等作業代行
　大規模地震に備え、家具を自分
で固定することが困難な世帯を対
象に固定作業等を代行します。
対象／満65歳以上の方や、障害者

の方のみで構成されている世帯
代行内容／家具5点まで、ガラス

飛散防止フィルムの貼り付けは
建具10枚まで
自己負担／家具固定金具、ガラス

飛散防止フィルム代
受付戸数／5戸
申込／復興・都市整備課（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）
問／復興・都市整備課 建築住宅係
（☎内線428・429）

　募集種目ごとに年齢条件などが
ありますので、下記までお問い合
わせください。
問／自衛隊  宮城地方協力本部 名取

地域事務所（☎022-383-8752）

　11月3日㈪～12日㈬、火葬施
設の点検および修繕を行います。
この期間の火葬については、1日
2件（午前・午後各1件ずつ）となり
ますので、ご協力をお願いします。
問／生活環境課
　（市役所3階☎内線333）

　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㈰
　13時30分開式（12時30分受付開始）
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）

日時／12月7日㈰  9時～12時
場所／農村環境改善センター
対象者／市内居住者で教室に参加

するのが初めての方（成人）
定員／10人※定員を超えた場合抽選。
参加費／700円
申込方法／はがきに郵便番号・住

所・氏名・電話番号を記入の上
申し込みください

締切／11月20日㈭
申込・問／農村環境改善センター
（☎24-3893 〒989-2455岩沼
市北長谷字樋下224-1）

11月11月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ11月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

くらし

国・県などから

検察審査会とは
検察審査会は検察官が事件を裁判にかけなかったこと（不起訴処分）の善しあしを、選挙権を有する国民
の中から選ばれた11人の検察審査員が、審査するところです。審査の申し立てに費用はかかりません。随
時、相談を受け付けていますので仙台検察審査会事務局（☎022-222-4750） にお問い合わせください。

種目 受付期間 試験日
自衛官候補
生（男子）

11/28 ㈮まで
（締切日必着）

12 月上旬の
指定する 1 日

陸上自衛隊
高等工科学
校生徒

（推薦）

11/1 ㈯～
12/5 ㈮

（締切日必着）

平成 27 年
1/10 ㈯～
12 ㈪の間の
指定する 1 日

陸上自衛隊
高等工科学
校生徒

（一般）

11/1 ㈯～
平成 27 年
1/9 ㈮

（締切日必着）

1 次：平成
27年1/24 ㈯
2 次：平成
27 年 2/5 ㈭
～ 8 ㈰の間の
指定する 1 日

火葬施設の点検を行います

平成27年岩沼市成人式

りんごジュース作り教室

大きな地震への備えを

平成26年度自衛官候補生（男
子）・陸上自衛隊高等工科学
校生徒募集（推薦・一般）
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　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／11月4日㈫～14日㈮
対象となる寝具／掛け布団・敷き

布団・毛布各１点
申込・問／介護福祉課
　 （総合福祉センター（ あいプ

ラザ）内☎24-3016）

　6月・7月に実施した特定健康
診査を受けなかった40歳～74歳
の岩沼市国民健康保険の方を対象
に行います。なお、対象者で、人
間ドックや職場健診を受けられた
方は、健診結果の写しを市へ提出
していただきますようお願いしま
す。
健診日時／　
　11月7日㈮     9時～11時　
　　　　　　　13時～15時
　11月8日㈯     9時～11時
場所／保健センター
持ち物／受診券、被保険者証（保
険証）、自己負担金
問／健康増進課
　（市役所3階☎内線345・346）

　骨粗しょう症は、加齢とともに
体内のカルシウムが減少し、骨が
スカスカになる病気です。検診は
足のくるぶしに超音波を当てて骨
密度を測定する簡単な検査です。

ご自身の骨密度を把握し生活習慣
を見直してください。
　検診を申し込まれた方に受診票
を発送します。これから検診を申
し込まれる方は、下記までご連絡
ください。
対象者／30歳、40歳、45歳、50歳、

55歳、60歳、65歳、70歳、75歳
の女性（平成27年4月1日時点）
健診日時／
　11月14日㈮     9時～11時
　　　　　　　 13時～15時
　11月15日㈯     9時～11時
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
良く噛んで食べる能力を育てる時
期でもあります。
　この教室ではお子さんが離乳食
から幼児食へ上手に移行できるよ
うにアドバイスを行います。健康
な食生活のために役立ててみませ
んか。
日時／11月21日㈮
　9時30分～11時30分
　（受付：9時15分～）
場所／保健センター
内容／歯科衛生士と管理栄養士の

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25年10月と11月生ま
れの子と親（家族でも可）

定員／25組　先着順（11月4日㈫
より電話申込受付）

参加費／無料
申込・問／健康増進課
　（☎内線345・346）

　がんの早期発見とがんに対する
知識の普及と啓発を図るため、

「がん検診推進事業」を全国的に
実施しており、対象となっている
方には子宮がん検診無料クーポン
券をお送りしています。受診期間
は11月30日㈰までとなっていま
すので、まだ受診されていない方
はお早めに受診をお願いします。
　詳細については、無料クーポン
券をご参照ください。
問／健康増進課（☎内線345・346）

◎ボールを使って腰痛予防◎
　姿勢の矯正を行い、腰痛予防！
　毎回人気の教室です。申し込み
は、お早めに。
日時／11月29日㈯
　10時～12時
場所／勤労者活動センター
　（三色吉字松150-1）
講師／早川  桂古氏
　 籾江道子モダンバレエ研究所
　 健康リズム体操講師
　 河北カルチャーセンター講師
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
持ち物／大判タオル　
参加費／無料
申込・問／岩沼西地域包括支援セ

ンタ―（☎36-7266）　

　

11月11月

11
月
の
お
知
ら
せ

保健・福祉

寝具洗濯乾燥消毒サービス

がん相談窓口の紹介
「宮城県がん総合支援センター」

がん患者さんとそのご家族の皆さんの悩み、不安、疑問などを専任の看護師がご相談に応じ
ます。面談、電話、ファクス、Eメールで対応可。相談は無料で、どなたでもご利用できます。
医師面談は要予約。詳しくは宮城県対がん協会（☎022-263-1560平日9時～16時）まで。

新区長の紹介
（平成 26 年 10 月 1 日付）

行政区 桜第二
氏 名 佐藤　實

みのる

さん

岩沼市国民健康保険加入者
の特定健康診査の追加実施

骨粗しょう症検診

1歳からの離乳食完了期教室
家族介護教室

子宮がん検診無料クーポン券
対象者の方はお早目に受診を
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