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４ 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

日時／4月6日㈰　9:00～11:30、13:00～16:00
場所／①名取クリーンセンター　②岩沼清掃センター　③亘理清掃センター
問／①☎022-384-5355　②☎24-0868　③☎37-4611

休日ごみ処理施設開所日

●市・国民健康保険税（随時）　●介護保険料（随時）　
●後期高齢者保険料（随時）

4月の主な番組

あるまちの市役所情報

人 権 人権に関すること
内線643
さわやか市政推進課

14日㈪　13:00～16:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）
※当日は電話による相談も受け付けます。

行 政 国や県に対する苦情・要望
内線643
さわやか市政推進課

１日㈫・15日㈫　9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

心 配 ご と 生活上でのいろいろな心配ごと
内線643
さわやか市政推進課

３日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

市 民 活 動 市民活動に関すること
☎35-7205
市民活動サポートセンター
内線643
さわやか市政推進課

平日・土曜9:00～21:00（水曜は休館）
日曜・祝日9:00～17:00（ただし旧勤労青
少年ホームの休館時はお休みします）

消 費 生 活 消費生活に関すること
内線323
商工観光課

毎週月・水・金（祝日は除く）
9:00～15:00　※14日は３階商工相談室
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

税 務 税金に関すること
内線243
税務課

7のつく日　9:00～15:00　
休日は翌日　土曜日は翌々日
市役所2階市民ホール相談室（内線236）
※７日㈪、17日㈭、28日㈪に開催

在宅介護・介護予防 高齢者の介護・介護予防などに関すること
高齢者虐待防止 高齢者の虐待・権利擁護・介護者支援の相談・通報

☎24-3016
介護福祉課
相談・通報窓口は、
日常生活圏域ごと
にあります　　

西小学区：岩沼西地域包括支援センター
（☎36-7266）、岩小学区：岩沼市社会福
祉協議会地域包括支援センター（☎ 25-
6834）、南小学区：南東北地域包括支援
センター（☎23-7543）、玉小学区：マリ
ンホーム地域包括支援センター（☎ 25-
6656）

家 庭 児 童 児童虐待・DVなど
内線395
子ども福祉課

平日　8:30～17:15
市役所3階子ども福祉課

ひとり親・寡婦家庭 ひとり親・寡婦家庭生活に関すること
☎022-363-5507
仙台保健福祉事務所
塩釜保健所（岩沼支所）

21日㈪ 10:00～15:00〔18日㈮まで要予約〕
岩沼支所相談室（中央3丁目1-18）

身体・知的障害者（児） しょうがい	ふくし	そうだんかい
内線357
社会福祉課

障害者（児）の生活などに関する相談
25日㈮　10:00～15:00
総合福祉センター 相談室
岩沼市身体障害者福祉協会相談員：森

（ 080-1667-0480）
障害者（児） 障害者（児）の生活など

指定相談支援事業所
平日　9:00～17:00　要電話予約
①ぱれっと　　　　　　　☎24-1712
②県南ありのまま舎　　　☎36-8578

障害児等療育相談支援 ③さんてらす（ひよこ会）　☎29-4587
生 活 困 窮 生活保護制度など社会保障制度に関すること

内線353・354
社会福祉課

平日　8:30～17:15
市役所3階社会福祉課

子 育 て 子育てに関すること
①☎24-1358
②☎36-8762

①岩沼保育園地域子育て支援センター
　（ひよこプラザ）　平日  9:00～17:00
②岩沼市子育て支援センター
　（岩沼みなみプラザ） 平日 9:00～17:00

ふれあい福祉相談 福祉・生活などに関すること
☎29-3970
市社会福祉協議会

平日　8:30～17:00
総合福祉センター（里の杜３丁目4-15）

巡回無料法律相談 賃借、契約、相続、離婚など法律に関わる相談
☎050-3383-0213
法テラス山元
（要電話予約）

22日㈫　13:00～16:00
総合福祉センター（ あいプラザ）
ボランティア研修室

青 少 年 学校・家庭生活・異性問題や交友関係など
教 育 不登校・いじめなど

☎22-3333
ヤングテレホン相談員
専用電話

平日　9:00～16:00
（昼の1時間除く）
青少年室・教育相談センター

２ 水 春の全国交通安全運動

４ 金 公民館の講座募集について

７ 月 健康増進課からのお知らせ

11 金
平成 26 年度狂犬病予防集合
注射と犬の登録、各種補助
金等の手続きについて

16 水 市民健幸大学第２期生卒業
式について

18 金
東日本大震災により被災し
た国民健康保険等の医療費
等の一部負担金等の免除を
再開します

25 金 さわやか市政推進課からの
お知らせ

28 月 市民会館インフォメーション

※休日当番での給水装置の修繕などは、全て
有料です。

※業務時間は、8:00～17:00
　時間外は玉崎浄水場（☎22-3345）までご

連絡ください。

●  5日㈯　㈲及川水道工業所   ☎22-4507
●  6日㈰　㈲布田設備工業所　   ☎22-3004
●12日㈯　㈱嶺利設備工業所　   ☎22-1451
●13日㈰　㈲管栄設備　   ☎22-4464
●19日㈯　㈲森久設備　   ☎22-0450
●20日㈰　㈲小島設備工業所  ☎35-6447
●26日㈯　㈲藤正施設  ☎24-3209
●27日㈰　㈲ウオーテックヤオヤ  ☎22-2417
●29日㈫　フライ設備  ☎24-0886

納期限／4月30日㈬
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の
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ら
せ

●6日㈰
　スズキ記念病院 ☎23-3111
●13日㈰
　あおば内科・ 胃腸内科クリニック ☎29-3741
●20日㈰
　いたのこどもクリニック ☎29-4158
●27日㈰
　脳外科内科すずきクリニック ☎25-6567
●29日(昭和の日)
　森整形外科クリニック ☎22-1311

診療時間　
9:00～12:00　13:00～17:00

４	月
○すべての診療科目に対応できるわけでは
ないのでご注意ください。
診療時間　
9:00～12:00　14:00～17:00

（土曜日の午後、平日・休日の17:00以降に対応
できる医療機関は消防署（☎22-5171）で紹介）

問／健康増進課（☎内線345）

●6日㈰
　上中デンタルクリニック ☎35-7557
●13日㈰
　ライフタウン歯科クリニック(名取) ☎022-386-1825
　塚辺歯科医院 ☎24-2211
●20日㈰
　清水歯科医院  ☎22-2331
●27日㈰
　福澤歯科医院(名取) ☎022-386-3611
　紺野歯科クリニック(亘理) ☎32-0677
●29日(昭和の日)　
　齋藤歯科医院(名取) ☎022-383-3068
　鳥の海歯科医院(亘理) ☎32-1088

●19日㈯
　㈱ヨークベニマル岩沼店(藤浪)
　　◆10:00～11:50
　　◆13:00～16:30

●健康診査・予防接種では、受付10分前から番号札を置いてあります。
●健康相談は、随時電話でお受けします。（保健センター☎22-2754）

実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所（☎22-2188）

実施場所／保健センター　	問／健康増進課（☎内線 347～349）
保　健　行　事 月		日 曜 対　象　者 受付時間

交
付 母子健康手帳 月・水・金

（休日を除く） 妊婦 9:00～16:30

接
種

予
防 BCG接種

 ４/17 木
５～８カ月に達するまで  10:30～11:00

 ５/27 火

健
康
診
査

３カ月児健康診査
 ４/８

火
H25. 12月生

①13:10～13:30
②14:10～14:30

 ５/13 H26. 1月生
※対象人数により受付時間が変わります。詳しくは健診案

内ハガキをご覧ください。

１歳８カ月児健康診査
 ４/15

火
H24. 8月生

 13:00～13:30

 ５/20 H24. 9月生

２歳６カ月児歯科健康診査
 ４/10

木
H23. 10月生

 ５/８ H23. 11月生

３歳６カ月児健康診査
 ４/24

木
H22. 10月生

 ５/22 H22. 11月生

相　
談　
・　
講　
座

赤ちゃんホットライン
（電話相談）

月・水・金
（休日を除く）

乳幼児を持つ親
☎22-2754   9:00～16:00

すくすく教室
 ４/２

水
H25. 11月生

9:30 ～ 9:50
 ５/７ H25. 12月生

ちびっこ相談
 ４/３

木 乳幼児を持つ親
（計測は11:30で終了）   9:30～10:00

 ５/１

1歳からの離乳食完了期教室  ５/23 金 H25. 4月とH25. 5月生まれの子と親（家族でも可）
先着25組（※5月1日㈭から要電話予約） 9:15 ～ 9:30

ママの相談 月・水・金
（休日を除く）

妊娠中の健康相談、母乳相談、
乳房マッサージを希望される方

来所相談は
電話予約制
で す（ 心 の
健康相談は
一週間前ま
で事前予約）

ことばの相談 随時 子どものことばの発音など
が心配な方

成人保健相談  ５/19 月 食事、運動など、生活習慣について
相談希望の方、減量や禁煙希望の方

心の健康相談  ４/23 水
イライラする、眠れない、認知症
など心の悩みのある方やその家族
場所／市役所
問／社会福祉課（☎内線358）

相
談

ひきこもり・
思春期こころの相談 ４/ ８㈫ 対象／思春期の方、家族、関係者

電話予約が必要です
エイズ相談 月～金

（休日を除く）
電話にて匿名でできます

性感染症相談 電話、直接面接の相談です

検
査

HIV抗体検査/クラミジア検査

４/ 15㈫ 電話予約が必要です
肝炎ウイルス検査

（HBS抗原、HCV抗体）
登
録 骨髄バンク登録

犬猫情報
※周辺環境に十分配慮し、生涯にわたり適正に飼育することは飼い主の責任です。※避妊手術を行うなど繁殖制限にご理解ください。
●犬猫引き取り日　毎月第1・第3水曜日　10:00～12:00  塩釜保健所岩沼支所※印鑑・鑑札を持参ください。
●犬が死亡したり、譲渡した時は生活環境課へ届け出が必要です。問／生活環境課（☎内線335）

子
育
て
支
援

行事（実施場所） 実施日時 対　象 内　　容

親子ふれあい広場
（南児童館）

４/24 ㈭
10:00～11:30

乳幼児とその
家族

○あそび場の提供、絵本の
読み聞かせ、リズム・
製作あそびなど

○子育て相談

問／岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ		☎ 36-8762）
　　岩沼保育園＊地域子育て支援センター（ひよこプラザ		☎ 24-1358）

夜間急患外来

○岩沼市医師会および亘理郡医師会の協
力により平日夜間のみ「南東北病院」の一
室をお借りして開設しています。
受付時間／毎日19:00～21:30
診察申込／ 070-6635-9454
※事前に電話で受診可能かどうかお問い合

わせください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※宮城県こども夜間安心コール

お子さんの急な発熱、急なけがですぐに
受診したほうが良いか、様子をみても大
丈夫か迷ったときの相談
相談時間／毎日19:00～翌日8:00
電話／プッシュ回線固定電話･携帯電話は

♯8000、プッシュ回線以外の固定電
話、PHSなどは☎022-212-9390




