４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

「子どもの読書週間」のお知らせ

今月の休館日は21日㈪です

4 月 23 日㈬～ 5 月 12 日㈪は「子どもの読書
週間」です。この期間中は、当館でも、子どもた
ちに読書を楽しんでもらうため、さまざまな行事
を企画しています。子どもたちだけではなく、大
人の方々もご一緒にお楽しみください。

綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ
5/28㈬ 13時開場
♪会
♪出

場
演

♪入場料

●人気絵本の展示

当館でよく借りられている、
人気の絵本を展示・
紹介します。
期間／ 4 月 23 日㈬ ～ 5 月 11 日㈰
場所／館内特設コーナー

●拡大おはなし会

いつもより時間を拡大しておはなし会を開催し
ます。
日時／ 5 月 8 日㈭ 10 時 30 分～
場所／おはなしコーナー

● DVD 上映会

子ども向けの DVD 上映会を開催します。楽し
い上映会ですので、ご家族、お友達をお誘い合わ
せの上、ぜひお越しください。
日時／ 4 月 26 日㈯ 10 時 30 分～ 12 時
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム阿武隈
上映作品／・「日本の昔ばなし『うぐいすの里』
」
・「14 ひきのぴくにっく」
・「おじゃる丸 銀河がマロを呼んでいる」
※申し込みは不要で、無料です。直接会場にお越
しください。
4 月の休館日／7 日㈪、14 日㈪、21 日㈪、28 日㈪、30 日㈬
図書館のホームページ／http://www.iwanumashilib.jp/

13時30分開演

大ホール
綾小路きみまろ
加藤 八郎、渡辺 亮子、渡辺 新一
全席指定 大人5,500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・仙南きみまろ後援会
（渡辺☎0223-35-2025／加藤 090-4886-2090）

2014年度 市民会館
文化鑑賞会員受付開始のお知らせ
「市民会館文化鑑賞会員」制度は、市民会館が
主催するイベントをより多くの方に、良い席で、
より安く鑑賞していただくための会員制度です。
会員特典
○毎月、催物予定案内をお送りします。
○市民会館が主催するイベントの入場券を
一般発売の前に電話予約ができます。
○市民会館が主催するイベントの入場券が
１割前後の割引価格でご購入いただけます。
ただいま市民会館窓口にて受付中！
※申込書に必要事項を記入し、年会費を添えて
市民会館にお申し込みください。
※申込書は、市民会館窓口にあります。

劇団わらび座公演
「ミュージカル 小野小町」
イベント予告

7/5㈯

13時30分開場

14時開演

♪会 場 大ホール
♪脚 本 内館 牧子
♪出 演 劇団わらび座
※チケット発売日など、
詳細は市民会館に
お問い合わせください。

有料広告を掲載しています
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農業用水の通水が始まります
4 月下旬より農業用水の通水が
始まり、9 月中旬にかけて水路に
は大量の水が流れます。
毎年、全国では数多くの水難事
故が発生しており、尊い命が失わ
れています。水路や溜め池では絶
対に遊ばないように注意していた
だくとともに、ゴミの不法投棄防
止にご協力願います。
問／名取土地改良区
（☎ 022-382-5211）

河川愛護モニターを募集

月のお知らせ

4

国土交通省仙台河川国道事務所
では、阿武隈川（白石川の一部）、
名取川、広瀬川を管理しています。
河川整備や河川利用、河川環境に
関する地域の要望を把握し、地域
との連携を図ることを目的に「河
川愛護モニター」を設置しており、
モニターを募集します。
活動期間／ 7 月 1 日㈫～平成 27
年 6 月 30 日㈫（1 年間）
活動内容／日常生活の範囲内で、
阿武隈川沿いをモニタリング
し、情報・要望を報告する
応 募 期 間 ／ 4 月 10 日 ㈭ ～ 5 月
9 日㈮
応募資格／ 20 歳以上の健康な方
報酬／あり（月額 4,580 円程度）
詳しくはお問い合わせください。
問／仙台河川国道事務所 岩沼出
張所（☎ 22-2801）

不動産研修会
当協会仙南支部の社会貢献事業
として、無料不動産研修会を一般
公開します。
ぜひご参加ください。
日 時 ／ 4 月 16 日 ㈬ 14 時 ～
15 時 30 分
場所／竹駒神社参集殿
講演／「相続・成年後見制度・そ
の他関連について」
講師／公証人 紺野 清幸 氏
定員／ 100 名
参加費／無料
※事前申込不要。当日受付可。
主催／公益社団法人宮城県宅地建
物取引業協会仙南支部
後援／大河原公証人役場
公益社団法人宮城県宅地建物取
引業協会
問／公益社団法人宮城県宅地建
物取引業協会仙南支部 支部長
齋（☎ 22-2024）
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福島県の田村市、南相馬市、川
俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、
葛尾村、飯舘村の 12 市町村の方
については、東日本大震災が発生
した平成 23 年 3 月 11 日以後に
到来する申告・納付等の期限を延
長していましたが、平成 26 年 3
月 31 日をもって終了することと
しました。
ただし、この地域の納税者の
方々は、複数年分の申告・納付な
どをしなければならなくなること
などを考慮して、1 年間の手続期
間を設け、平成 27 年 3 月 31 日
㈫までに申告・納付などの手続を
行っていただくこととします。
問／国税庁
上記地域を所轄する税務署また
は最寄りの税務署まで

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?
※4月8日㈫

8時30分より電話にて受け付け。

○譲ります 〔

〕は希望価格

●ベビー用フェンス（S・L、2年使用）
〔応相談〕●ベビー用ゲート（2
年使用）
〔応相談〕●学習机（本棚なし、20年前購入）
〔無料〕●子ど
も用自転車（タイヤ直径56㎝、ギア6段、5年前に購入）
〔応相談〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●北中男子制服ブレザー（170A または175A）
、スラックス（W75
～ 80㎝）
〔応相談〕●こばと幼稚園体操着半袖・長袖
（上下、120 ～
130㎝）
・通園かばん〔無料〕●南こばと幼稚園男児制服・体操着一
式（上下、120㎝）
〔無料または格安〕●ひよこ園男児制服（上下）
・ト
レーナー（100㎝または110㎝）
、かばん〔無料〕●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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福島県下12市町村に係る
申告期限等の延長措置の終了

４月のお知らせ
しては、お問い合わせください。
問／生活環境課（☎内線 333）

電気式生ごみ処理機等への
補助制度

市では、電気式生ごみ処理機や
生ごみ処理容器（コンポスト）を
購入し、家庭から出る生ごみの減
量化にご協力いただける世帯に対
し､ 補助金を交付します。
【補助額など】
補助
上限額
割合
電気式
購入
30,000 円
生ごみ処理機 金額
の
コンポスト
3,000 円
1/2
区分

補助限
度個数
1基

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

人材登録制度
（人材バンク）の
登録・利用をしてみませんか

人材登録制度とは
「職業や趣味な
どで身に付けた知識・技能を持って
いる方」に登録していただき、市民
などの要請に応じて、
生涯学習の支
援をしていただくものです。
また、
「技術を身に付けたいが講
師が見つからない」
場合は、
ぜひ人
材登録制度をご利用ください。
登録・利用方法、登録者名簿は
ホームページに掲載しています。
問／生涯学習課
（市役所5階☎内線572・573）

2基

※同一年度内に電気式とコンポス
トの補助を重複して受けることや
5 年以内に申請した処理容器など
と同種の物を補助限度個数分以上
受けることはできません。
持参物／領収書（申請者名が記
入されているもの）、メーカー
保証書と取扱説明書（電気式の
み）、振込先の通帳、印鑑
申請･問／生活環境課（☎内線333）

ハナトピア岩沼体験農園
利用者募集

農園面積／ 1 区画 約 25㎡
区画数／ 36 区画
貸出期間／4月～平成27年2月下旬
利用申込締切／4月11日㈮ 正午
対象者／市内在住で貸出期間中農
園管理できる方
申込方法／官製はがき 1 枚を持参
の上、
農政課へ申し込みください
申込・問／農政課
（市役所3階☎内線314・315）

仙台空港事務所からの
お知らせ

仙台空港周辺では、航空の安全
を確保するため、一定の空域を障
害物がない状態にしておく必要が
あり、高さ制限を設けています。
対象区域内で物件等の設置工事
や工事用等クレーンの使用を行う
場合は、事前に仙台空港事務所ま
でお問い合わせいただければ、高
さ制限表面を突出するか否かの確
認を行います。なお、物件などに
は、ＴＶアンテナ・看板・電線・
電信柱、あるいは上空に浮揚する
アドバルーンなども該当します。
航空の安全確保を図っていくた
め、皆さんのご理解とご協力をお
願いします。詳しくは、お問い合
わせください。
照会方法／必要事項（照会日、照
会者、連絡先、設置場所、物件
の種類、高さ、位置図）を記載
の上、ファクスしてください
問／東京航空局 仙台空港事務所
（☎022-383-1211 022-383-1257）

川内沢ダム事業説明会
名取市愛島笠島地内に宮城県が
建設を予定している川内沢ダムに
ついて、ダムの建設に向けた地質
調査や環境調査等を実施します。
つきましては、市民の方々を対
象に、今後のダム建設事業の進め
方などについて説明会を開催しま
す。ぜひご参加ください。
日時／ 4 月 15 日㈫
19 時～ 20 時 30 分
場所／愛島公民館（名取市愛島笠
島字弁天 19-3）
対象／どなたでも参加できます
※参加について事前申込は不要。
問／宮城県仙台地方ダム総合事務
所管理第二班
（☎ 022-372-2927）

シルバー人材センター
会員募集

市内に居住する 60 歳以上の健
康で働く意欲のある方ならどなた
でも会員になり、仕事に従事する
ことができます。
お気軽に入会説明会にお越しく
ださい。
（入会説明会以外にも、
随時、事務局で入会の説明・相談
を行っています。
）
入 会 説 明 会 ／毎月第2月曜日（祝
日の場合は翌日）
13時30分～
会場／岩沼市シルバー人材センター
会議室（岩沼郵便局北隣り）
問／岩沼市シルバー人材センター
（☎ 24-6678）

有料広告を掲載しています
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４月
保健センターで行う予防接種
・乳幼児健診の受付変更

予防接種・乳幼児健診で保護者
の方々の受け付けにかかる手間の
解消を目的に、平成26年4月から、
受付方法・時間を変更しましたの
でお知らせします。ご理解とご協
力をお願いします。
詳しくは23ページの「けんこ
うチェック」をご覧ください。
問／健康増進課
（市役所3階☎内線347～349）

各種健康診査の申し込みは
忘れずに

月のお知らせ

４

市では、今年度もがん検診などの
各種検診の申し込みを一括して受
け付けします。申し込みの案内は、
区長を通じて配付します。受診希望
の有無にかかわらず申し込みはが
きに必要事項を記入の上、
プライバ
シー保護シールを貼り 4 月 11 日
㈮までにポストに投函してください。
なお、転入や転居などで申し込
みのご案内が届かない方で受診を
希望される場合は、健康増進課ま
でお問い 合わせください。また、
検診期間までに申し込まれた検診
の受診票が届かない場合はご連絡
ください。
問／健康増進課
（☎内線 345・346）

介護予防教室
〜人生すまいる体操〜
～楽しく学ぼう！いきいき歩こう！～
体力作りに必要な知識と、体操
を紹介します。合い言葉は「ココ
ロもカラダもスマイルに！」
皆さんの参加をお待ちしています。

日時／4月16日㈬ 10時～11時
30分（月1回、
全12回）
場所／玉浦公民館 大会議室
講師／㈱ FIT-R 健幸工房
代表 NOBU 高橋氏
定員／ 30 名 参加費／無料
対象／ 65 歳以上の方
持ち物／飲み物、上靴、タオル
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター（ ☎ 25-6656）

市営住宅 入居者募集
募集住宅／ 6 戸
住宅名

間取

階数

戸数

亀塚第3

3K

4

1

〃

〃

5

1

阿武隈

3DK

4

2

〃

〃

5

1

桑原

3DK

3

1

受付期間／ 4 月 21 日㈪・22 日
㈫ 9 時 ～ 12 時、13 時 ～ 17
時（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 4 月 11 日
㈮から復興・都市整備課で配布
（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
受付・問／復興・都市整備課
（市役所 4 階☎内線 438）

有料広告を掲載しています

27

広報いわぬま2014.４月号

リサイクル運動に参加する団
体は早めに登録手続を

市では、リサイクル意識の向上
を図るため、紙類、布類、金属類、
びん類の資源物の回収を実施した
団体に対し、回収量に応じた報奨金
（資源物1㎏につき3円）を交付し
ています。 事前に団体としての登
録が必要になりますので、早めの
手続きをお願いします。また、団
体登録は毎年度必要ですので、昨
年度参加された団体も登録手続き
を行ってください。
持参物／代表者の印鑑、振込先の
通帳
受付･問／生活環境課
（市役所3階☎内線333）

浄化槽設置に補助金を交付し
ます

市では、浄化槽設置整備事業の
補助対象地域内で一般住宅に浄化
槽を設置する個人に対し、補助金
を交付します。
補助金の交付基数に限りがあり
ますので、今年度に設置予定のあ
る方は、早めに申請手続きを行っ
てください。浄化槽の大きさによ
って補助金額が異なりますので、
詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
問／生活環境課（☎内線 333）

住宅用太陽光発電システム
設置補助金を交付します

市では、市内の一般住宅に太陽
光発電システムを設置する個人に
対し、補助金を交付します。予算
の範囲内での補助となりますの
で、今年度設置予定のある方は、
早めに申請手続きを行ってくださ
い。補助対象などの詳細につきま

