２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
今月の休館日は17日㈪です

蔵書点検に伴う休館のお知らせ
2 月 18 日㈫～ 20 日㈭は、当館の所蔵資料を総点検
する「蔵書点検」のため休館します。ご注意願います。

感想文展示コーナーのリニューアルについて
当館では、子どもたちにより多く読書を楽しんでもら
うため、子どもの本コーナーに「感想文展示コーナー」
を設置しています。
自分が読んで面白かった本や、お友達にお薦めしたい
本についての感想文を募集し、応募していただいた感想
文をこのコーナーに展示しています。
今月からは、これらの展示をリニューアルしました。
子どもたちが一生懸命書いた感想文をぜひご覧いただ
き、本を選ぶ際の参考にしてみてはいかがですか。
2月の休館日／
3日㈪、10日㈪、17日㈪～20日㈭、24日㈪、28日㈮
図書館のホームページアドレス／
http : //www. i wa num a shil ib .j p/

ファミリーコンサート
オーケストラで聴くジブリ音楽
3/1㈯
♪会
♪出

場
演

♪入場料

14時30分開場

15時開演

大ホール
Ｎ響団友オーケストラ／木村 弓
／井上 あずみ／本名 陽子
全席指定
大人2,500円 小人1,500円

※当日券は500円増

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】岩沼市民会館・岡文・手芸の店まむ
（ヨークベニマル内）【仙台市】藤崎
【その他】ローソンチケット（Lコード：24754）

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？
※2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

●子ども用自転車（男児用16インチ・女児用）2 〜 3年使用
〔格安〕●ベビー用フェンス（S･L）
〔応相談〕
●ベビー用ゲート〔応相談〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●北中女子制服・体操着
（165 〜 170㎝）
〔無料〕
●こばと幼稚園男児半ズボン（100 〜 110㎝）
・男児冬用帽子
（M）
〔無料〕●テナーバストロンボーン〔応相談〕●玉浦中男子制服ズボン（165 〜 170㎝）
〔無料〕
●こばと幼稚園男児制服（上下・120 〜 130㎝）
〔無料〕●さくら幼稚園男児制服一式（上下・115 〜 125㎝）
〔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）

有料広告を掲載しています
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健康手帳（平成26年版）の
販売について

岩沼市老人クラブ連合会で作成
しました健康手帳（平成 26 年版）
を数に限りはありますが、今回会
員以外の高齢者の方々に実費でお
譲りします。希望される方は下記
にお申し込みください。
数量／ 50 冊 金額／ 1 冊 300 円
申込・問／岩沼市老人クラブ連合
会（岩沼市社会福祉協議会内
☎ 29-3711）

借金でお悩みの方は
いませんか？

月のお知らせ

２

東北財務局では、借金に関する
相談に応じています。
専門相談員を配置し、相談者の
悩みを丁寧にお聞きするととも
に、必要に応じて弁護士・司法書
士などの専門家に引き継ぎを行っ
ています。
相談は無料で、秘密は厳守しま
す。まずは電話でお気軽にご相談
ください。
対象／借金でお悩みの方（自営業
者の方も含む）
受付時間／月～金曜日（祝日を除
く） 9 時～ 17 時 45 分
問／東北財務局 金融監督第三課
多重債務相談窓口
仙台市青葉区本町3-3-1仙台合
同庁舎4階
（☎022-266-5703）

東北地区国立大学法人等
オープンセミナー

東北地区国立大学法人等職員採
用試験実施委員会では、
下記のとお
りオープンセミナーを開催します。
国立大学法人等の仕事内容やそ
の魅力を知ってもらうことを目的
に、平成 26 年度職員採用試験の

受験資格がある方を対象として開
催します。
●東北大学（仙台市） 2 月 6 日㈭
百周年記念会館 川内萩ホール
※参加に当たっては、下記ホーム
ページの専用フォームから事前予
約が必要です。
問／東北地区国立大学 法人等職
員採用試験事務室
（☎022-217
-5676・ shiken@bureau.
tohoku.ac.jp・ホームページ
http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/shiken/）

宮城県（産業別）最低賃金の
改定
地域別最低賃金

時間額

宮城県

696 円

効力発生日／平成 25 年 10 月 31 日

宮城県産業別最低賃金

時間額

鉄鋼業

798 円

効力発生日／平成 25 年 12 月 15 日

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具
製造業

効力発生日／平成 25 年 12 月 19 日

自動車小売業

763 円

効力発生日／平成 25 年 12 月 15 日

詳しくは、宮城労働局労働基
準部賃金室（☎ 022-299-8841）
または最寄りの労働基準監督署に
お問い合わせください。

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

生活雑貨ペイント①
おひな様ボード

内

生活雑貨ペイント②
マグカップか湯飲みに絵付け

ハートのボードにかわいいおひ ポーセラーツ：白磁に転写シール
容 な様を描きます。
（花・動物・風景）を貼ります。
初心者の方も楽しめます。作品の
お渡しは焼成後になります。

日

時 2 月 25 日㈫

場

所

研修室第 2

研修室第 2

募

集

10 名（最少催行 3名）

15 名（最少催行 3 名）

締

切

2 月 17 日㈪

3 月 3 日㈪

1,000 円（材料費含む）

1,000 〜 1,500 円（材料費含む）

曵地 未紀さん

曵地 未紀さん

筆を洗う容器・エプロン

はさみ

参加料
講

師

持ち物

9:30 〜 12:30

3 月 11 日㈫

9:30 〜 12:30

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
ファクスで下記まで。※窓口で直接申し込みも可能です。※電話では受け
付けしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。
24-4887）
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787

有料広告を掲載しています

漢方薬の処方も行っております。
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757 円

２月のお知らせ

仙台法務局からのお知らせ
仙台法務局では、岩沼市下野郷・
空港南地区を対象に、不動産登記
法第 14 条第 1 項に規定する地図
を修正する作業を実施します。
この作業は、東日本大震災の影
響などにより、現地と地図の筆界
点に不整合が生じ、昨年度実施し
た道路または河川で囲まれた街区
ごとに地図を修正する作業によっ
ても地図の精度の回復が困難と認
められる地区において、一筆ごと
に土地所有者の立ち会い、測量を
行って地図を修正する作業です。
実施地区の皆さんには、
作業の日
程などについて、
あらためて文書で
お知らせします。
この作業を円滑に
進めるため実施地区の皆さんのご
協力とご理解をお願いします。
実施地区／下野郷・空港南地区
面積／約 0.73㎢
期間／平成 26 年 2 月～
問／仙台法務局 民事行政部 不動
産登記部門 復興事業推進班
（☎ 022-225-5662）

自動車の各種手続きはお早めに
毎年 3 月になりますと、自動
車の登録・検査の申請が集中し、
待ち時間が 3 時間を超える状況
となっています。
本年度は、4 月 1 日以降の消費
税引き上げに伴う駆け込み登録に
よる申請件数の増加も見込まれま
す。そのため、本年度末の 3 月（特
に 27 日㈭・28 日㈮・31 日㈪）は、
例年以上に車検場、駐車場および
周辺道路が大変混雑し、申請者や

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

近隣の方々にはご不便やご迷惑を
お掛けすることが予想される状況
となっています。
この時期に登録・検査を予定し
ている申請者の方々には、ぜひ早
めの申請をしていただきますよう
お願いします。
問／東北運輸局宮城運輸支局
（仙
台市宮城野区扇町3丁目3-15）
登録関係：☎050-5540-2011
検査関係：☎022-235-2517（「2」を
プッシュ）

結婚相談会
日時／2月19日㈬
10時～14時45分
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の方
相談時間／1人45分程度
相談料／無料
（2月14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）

法テラス宮城巡回相談会
～法的悩みご相談ください～

二重ローン・相続・土地の境
界、原発被害の賠償など、法的問
題についての無料巡回相談を行い
ます。
日時／2月25日㈫ 13時～16時
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）ボランティア研修室
申込／法テラス山元
（☎ 050-3383-0213）

国の教育ローンのご案内
（日本政策金融公庫）

高校、大学などへの入学時・在

学中に必要な費用を対象とした公
的な融資制度です。お子さん１人
につき300万円以内を、固定金利
（年 2.35％（母子家庭または世帯
年収（所得）
200万円
（122万円）
以内の方の利率は年 1.95％）（平
成25年11月11日現在）で利用で
き、在学期間内は利息のみのご返
済とすることができます。
また、東日本大震災により被災
された方を対象に、災害特例措置
を実施しています。
詳しくは下記のコールセンター
へお問い合わせください。
問／教育ローンコールセンター
（ ☎ 0570-008656
（ナビダイヤ
ル）
または☎ 03-5321-8656）

大学通信教育
合同入学説明会開催

日時／2月1日㈯ 12時～17時
場所／仙台市情報・産業プラザ
アエル5 階（仙台市青葉区中央
1 丁目 3 番 1 号）
対象／一般および高校生
内 容 ／各大学、大学院、短期大学
別の相談コーナーを設け、参加
者は希望する大学の教職員から
講義内容・学習方法・受講手続
きなどについて、直接相談でき
ます。参加者には大学通信教育
の概要、学習方法、開設学科一
覧、取得できる教員免許・資格
などが掲載された小冊子を配布
します
※参加申込不要・入場無料・入退
場自由。
※参加大学などの詳細はお問い合
わせください。
問／公益財団法人 私立大学通信
教育協会（☎ 03-3818-3870）

有料広告を掲載しています
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２月
膝痛・腰痛などの関節痛予防
におすすめ
「ストレッチ講座」
膝痛や腰痛など関節痛があると
運動する機会が少なくなり、筋力
や柔軟性が衰え、関節痛を悪化さ
せてしまう可能性があります。ま
た、冬場は運動をする機会がさら
に少なくなってしまいます。そこ
で、関節痛予防のストレッチ講座
を開催します。みんなで気持ち良
く体を伸ばしましょう。
日時／2月25日㈫ 10時～11時
30 分（受付 9 時 30 分～）
場所／保健センター
持ち物／飲み物（水かお茶）
定員／先着 30 名 参加費／無料
申込締切／ 2 月 20 日㈭
申 込･ 問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 348）

家族介護教室
～腰痛予防体操～

月のお知らせ

２

ボールを活用した腰痛予防体操
教室です。姿勢の矯正も行えます。
皆さんの参加をお待ちしています。
日時／ 3月8日㈯ 10時～12時
場所／農村環境改善センター
（北長谷字樋下 224-1）
講師／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
早川 桂古 氏
対象／高齢者を介護している方ま
たは本人、関心のある方
持ち物／大判タオル
参加費／無料
申込締切／ 3 月 5 日㈬
申込・問／岩沼西地域包括支援セ
ンター（☎ 36-7266）

障害者控除対象者認定書の
交付について

基準日において要介護認定また
は要支援認定を受けている 65 歳
以上の方で、障害者控除対象者認
定基準に該当する方は、確定申告
で障害者控除を受けることができ
ます。申告の際に必要となる『障
害者控除対象者認定書』を 2 月
3 日㈪以降に交付しますので、介
護保険被保険者証をご持参の上、
介護福祉課に申請してください。
基準日／平成 25 年 12 月 31 日
（ただし、平成 25 年中に死亡
した場合は､ 死亡した日）
※代理で申請する場合は、委任状
の提出と代理の方の身分を明らか
にする書類（保険証、運転免許証
など）の提示が必要です。
問／介護福祉課
（総合福祉センタ
ー内☎24-3016）

メンタルヘルス講演会
日頃から誰にでもストレスはあ
るものですが、話をすると軽減す
ることもあります。ストレスが心
や体にどんな影響を与えるか学び
ながら、聴き上手のコツをつかん
でみましょう。
日時／ 2月18日㈫ 13時～15時
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）
テーマ／「聴き上手になるために
は～傾聴の仕方を体験してみま
しょう～」
講師／みやぎ心のケアセンター
臨床心理士 山崎 剛 氏
対象／市民
申込・問／社会福祉課
（市役所 3 階☎内線 358）

障害者虐待防止講演会
皆が安心して暮らせるまちづく
りについて、谷さんと一緒に考え
てみませんか。
日時／ 2月28日㈮ 14時～15時
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）
テーマ／谷さんの考える「安心で
きる地域とは？」
障害者 = 高齢者 = こども = みなさん

講師／ NPO 法人宮城福祉オンブ
ズネット「エール」
副理事長／事務局長谷 徳行 氏
対象／市民 ※申込不要。
問／社会福祉課（☎内線 358）

もうお使いですか？
「敬老商品券」

平成25年9月15日 の「 敬 老 の
つどい」で贈呈しました「敬老商
品券」の有効期限は 3月15日㈯
までとなっています。
3月16日㈰以降は使用できませ
んので、
お早めにご使用ください。
問／介護福祉課
（総合福祉センタ
ー内☎24-3016）

製造事業所の皆さまへ
工業統計調査へのご回答
ありがとうございました
平成 25 年 12 月 31 日を基準日
として、
工業統計調査が全国一斉に
行われました。
製造業を営む事業所
の皆さま、
回答をいただきありがと
うございました。
提出いただいた調
査票に基づいて国が統計を作成し、
各種施策などに役立てられます。
今
後とも、
統計調査にご理解いただき
ますようお願いします。
問／総務課情報統計係
（市役所5階☎内線514・517）

有料広告を掲載しています
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広報1月号でお知らせしていた特定公共下水道に係る都市計画変更案の縦覧については、都市計画の事務
都市計画変更案の
手続きの変更が急きょ必要となったため、延期させていただきます。新たな縦覧期間は、決まり次第お知ら
広報いわぬま2014.2月号
縦覧の延期について
せいたします。 問／都市計画課（☎内線434）

