5
人

権

内線643
さわやか市政推進課

行

政

内線643
さわやか市政推進課

心 配 ご と
内線643
さわやか市政推進課

市 民 活 動

月 の 相 談

ひとり親・寡婦家庭 ひとり親・寡婦家庭生活に関すること

人権に関すること
12日㈪ 13:00～16:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

国や県に対する苦情・要望
7日㈬・20日㈫ 9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

生活上でのいろいろな心配ごと
1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

市民活動に関すること

☎32-7205
平日・土曜9:00～21:00（水曜は休館）
市民活動サポートセンター 休日・祝日9:00～17:00（ただし旧勤労
内線642・644
青少年ホームの休館時はお休みします）
さわやか市政推進課

消 費 生 活
内線323
商工観光課

税

消費生活に関すること
毎週月・水・金（祝日は除く）
9:00～15:00 ※7日・12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）

務

内線243
税務課

税金に関すること
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㈬、19日㈪、27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
西小学区：岩沼西地域包括支援センター
介護福祉課
（☎36-7266）、岩小学区：岩沼市社会
相 談・ 通 報 窓 口 は、福祉協議会地域包括支援センター（☎
日常生活圏域ごとに 25-6834）、南小学区：南東北地域包括
あります
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
内線395
子ども福祉課

児童虐待・DVなど

☎25-4088

● 5日㈪ ㈱小野配管

☎22-2860

● 6日㈫ ㈲南設備工業所 ☎22-4253
●10日㈯ 相原水道工業所 ☎22-0346
●11日㈰ ㈲及川水道工業所 ☎22-4507
●17日㈯ ㈲布田設備工業所 ☎22-3004
●18日㈰ ㈱嶺利設備工業所 ☎22-1451
●24日㈯ ㈲管栄設備

☎22-4464

●25日㈰ ㈲森久設備

☎22-0450

●31日㈯ ㈲小島設備工業所 ☎35-6447
休日ごみ処理施設開所日

5月はありません

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

身体障害者（児）の生活などに関する相談
30日㈮ 10:00～15:00
総合福祉センター（ あいプラザ）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）の虐待・権利擁護に関する相談
内線352
社会福祉課

【窓口相談】 平日9:00～17:00
宮城福祉オンブズネット「エール」
岩沼市相談専用☎・ 022-796-8228
【虐待通報】 社会福祉課（内線352）

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

子

育

平日 8:30～17:15
市役所3階社会福祉課

て

①☎24-1358
②☎36-8762

子育てに関すること
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 貸借、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）

青

少

教

5月はありません

年 学校・家庭生活・異性問題や交友関係など
育

●固定資産税（第1期） ●軽自動車税

不登校・いじめなど

●国民健康保険税（第1期）

●介護保険料（第1期）

納期限／6月2日㈪

あるまちの市役所情報

● 3日㈯ ㈲シンコウ設備工業 ☎24-0431
● 4日㈰ ㈱高橋工業

☎022-363-5507
26日㈪ 10:00～15:00〔23日㈮まで要予約〕
仙台保健福祉事務所 岩沼支所相談室（中央3丁目1-18）
塩釜保健所（岩沼支所）

☎22-3333
平日 9:00～16:00
ヤングテレホン相談員（昼休みの1時間除く）
専用電話
青少年室・教育相談センター

平日 8:30～17:15
市役所3階子ども福祉課

※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。

問い合わせは、
へ
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）

5月の主な番組

12時20分/18時30分

2

金 健康増進課からのお知らせ

5

月

第2回 千 年 希 望 の 丘 植 樹 祭
2014を開催します

7

水 普通救命講習会

9

金 市民会館インフォメーション

12 月 新規採用職員を紹介します①

14 水 5月は「消費者月間」です
19 月 新規採用職員を紹介します②
21 水

放課後子ども教室（のびやか
教室）ボランティア募集

23 金

中学生海外派遣事業ドーバー
市訪問団報告会を開催しました

26 月 新規採用職員を紹介します③
広報いわぬま2014.5月号
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5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。

○岩沼市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

6/10

火

9:00～16:30
10:30～11:00

H26.1月生

①13:10～13:30
②14:10～14:30

H26.2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
2歳6カ月児歯科健康診査
3歳6カ月児健康診査

赤ちゃんホットライン
（電話相談）
すくすく教室

5/20

火 H24.9月生

6/11

水 H24.10月生

5/8
6/12
5/22
6/26

木
木

H23.11月生

13:00～13:30

H23.12月生
H22.11月生
H22.12月生

月・水・金 乳幼児を持つ親
（休日を除く）☎22-2754
5/7
6/11
5/1

水

9:00～16:00

H25.12月生

9:30～ 9:50

H26.1月生
乳幼児を持つ親
（計測は11:30で終了）

ちびっこ相談

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

ママの相談

座

診療時間
9:00～12:00 13:00～17:00

者

講

月のお知らせ
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 子さんの急な発熱、急なけがですぐに受診
お
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

象

・

※宮城県こども夜間安心コール

5/13

3カ月児健康診査

対

月・水・金
妊婦
（休日を除く）
5/27 火
5～8カ月児に達するまで
6/16 月

談

※事 前に電話で受診可能かどうかお問い合わせ
ください


母子健康手帳

月  日 曜

相

受付時間／毎日19:00～21:30
診察申込／ 070-6635-9454

事

BCG接種

健康診査

3日㈯(憲法記念日）
中川医院
☎22-2016
4日㈰(みどりの日）
石垣記念岩沼中央整形外科 ☎22-5111
5日㈪(こどもの日）
ありた総合内科クリニック ☎25-2561
6日㈫(振替休日）
佐藤医院（旧森川医院）☎22-2848
11日㈰
さとう純整形外科クリニック ☎25-4970
18日㈰
小島病院
☎22-2533
25日㈰
おなかのクリニック ☎25-6188

保 健 行

問／健康増進課（☎内線 347〜349）

接種
予防

（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）

実施場所／保健センター
交付

診療時間
9:00～12:00 14:00～17:00

ことばの相談

6/12

木

9:30～10:00

月・水・金 妊娠中の健康相談、母乳相談、
（休日を除く）乳房マッサージを希望される方
子どものことばの発音など
が心配な方

随時

成人保健相談

5/19

月

食事、運動など、生活習慣について 来所相談は電話
相談希望の方、減量や禁煙希望の方 予約制です

心の健康相談

5/27

火

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／（保健センター）
問／社会福祉課（☎内線358）

●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。

相談

3日㈯(憲法記念日）
山田歯科医院
☎22-3229 ●健康相談は、随時電話でお受けします。（保健センター☎22-2754）
4日㈰(みどりの日）
おおみや歯科（名取） ☎022-382-2537
にいの歯科（山元） ☎38-1887 実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所
（☎22-2188）
5日㈪(こどもの日）
対象／思春期の方、家族、関係者
ひきこもり・
☎23-5005
鳥羽歯科医院
5/13㈫
電話予約が必要です
思春期こころの相談
6日㈫(振替休日）
星歯科医院（名取）☎022-384-7008
電話にて匿名でできます
エイズ相談
月〜金
いそだ歯科（亘理） ☎33-0570
（休日を除く）
電話、直接面接の相談です
性感染症相談
11日㈰
☎22-2627
木内歯科医院
HIV抗体検査
18日㈰
肝炎ウイルス検査
那智が丘歯科医院（名取） ☎022-386-5989
5/20㈫
電話予約が必要です
（HBS抗原、HCV抗体）
済生堂歯科クリニック（亘理） ☎32-0405
25日㈰
骨髄バンク登録
大友歯科医院
☎24-3151

検査
登録

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）

問／健康増進課（☎内線345）
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10:00～12:00
9:00～10:00
11:00～12:00
13:30～16:00
10:00～11:50
13:00～16:30

犬猫情報

子育て支援

14日㈬
岩沼警察署
20日㈫
岩沼市消防署
塩釜保健所岩沼支所
総合南東北病院
24日㈯
みやぎ生協岩沼店

行事（実施場所）

実施日時

対

象

内

容

5／22㈭ 乳幼児とその
10:00～11:30 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

5／23㈮ 孫育てをして
まご孫サロン
（岩沼みなみプラザ集会室） 10:00～11:30 いる祖父母

○絵本読み聞かせパフォー
マンス

親子ふれあい広場
（西児童センター）

※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）

5月のお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

読書スタンプカードの紹介
市民図書館では、子どもたちに、より読書を楽しんでも
らうため、今年の１月から「読書スタンプカード」をカウ
ンターで発行しています。
本を 100 冊読み、スタンプを 100 個集めた子どもには、
表彰状・メダル・手作りプレゼントを記念に贈ります。こ
れまでに表彰された子どもたちの名前と写真をエントラン
スホールに掲示していますので、ぜひご覧ください。

○当館主催の「おはなし会」を拡大して開催します
4 月 23 日㈬～ 5 月 12 日㈪は「こどもの読書週間」
です。
今年の標語は『いつもいっしょ、本といっしょ。
』となっ
ています。
これに合わせて、いつもよりも時間を拡大して「おはな
し会」を開催します。すてきなプレゼントを用意していま
すので、ぜひご家族でおいでください。
日 時／５月 8 日㈭ 10 時 30 分～ 11 時 30 分
場 所／岩沼市民図書館 おはなしコーナー
5 月の休館日／ 5 日㈪、12 日㈪、19 日㈪、26 日㈪、30 日㈮
市民図書館のホームページアドレス／
http://www.iwanumashilib.jp/

劇団わらび座公演
「ミュージカル 小野小町」
7/5㈯
♪会 場
♪脚 本
♪入場料

孝

弾き語りフォーユーピアノコンサート
震災からの復興を願い、美しいピアノの音
色で、ジャンルにとらわれない多彩な演奏
をお届けします。

5/10㈯

18時30分開場 18時45分開演

♪会 場
♪入場料
♪ 問

中ホール
無料（先着250名）
市民会館

いわぬま市民劇団ウィープ
演劇ワークショップ
おもいっきり声を出して表現しよう！
楽しいゲームをしながら、表現を身に付け
て、ショートストーリーを演じてみます。

5/10㈯

10時～16時

♪会
♪対

中ホール
演劇に興味のある方どなたでも、
10月の公演に参加したい方
sugai1958r@yahoo.co.jp

場
象
問

6/20㈮

大ホール
内館 牧子
全席指定
大人3,000円
高校生以下2,000円

♪会
♪内

≪プレイガイド≫
岩沼市民会館・手芸の店まむ（ヨークベニマル内）岡文・藤崎
ローソンチケット（Lコード：26562）

有料広告を掲載しています

TEL0223
－34
－8667

小原

「ミュージカル 小野小町」
ワークショップ

13時30分開場
14時開演

亘理町逢隈下郡字明神174-2

逢えてよかったね友だちプロジェクト

♪

チケットは下記プレイガイドで販売中

子宝・漢方相談

今月の休館日は19日㈪です

18時30分開場

19時開演

場
容

中ホール
主演の磯井涼子ほか、出演者に
よるミュージカルの魅力につい
て（予定）
♪入場料
無料（要参加申込）
※参加希望者は、
ワークショップ参加申込書を
記入の上、市民会館までご提出ください。
参加申込書は市民会館窓口に設置しています。

☎0224（55）4188

0224（55）4187

〒989-1622 柴田郡柴田町西船迫二丁目7-6
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名取川・阿武隈川下流
総合水防演習

5月は自動車税の納期です

～「備え・守り・防ぐ」による水害に
強い地域づくりをめざして～
名取川・阿武隈川下流流域内の
14 市町、宮城県および国土交通省
東北地方整備局の主催で、
名取川河
川敷で総合水防演習を行います。
こ
の機会にぜひご来場ください。
日時／ 5 月 25 日㈰
8 時 30 分～ 12 時
場所／名取市高舘熊野堂中河原地
先（太白大橋上流 名取川河川
敷）
主な実施内容／水防工法の実演や
緊急難訓練、救助・救護訓練、
東北水防技術競技大会
同時開催／防災展【水害パネル展
示・水防工法体験・災害対策車両
や機械の展示・参加機関による
活動の紹介】
問／国土交通省 東北地方整備局
仙台河川国道事務所
（☎ 022-248-4131）

今年度の自動車税の納期限は 6
月 2 日㈪です。納税通知書は 5
月上旬に郵送しますので、納期限
までに忘れずに納付しましょう。
金融機関、コンビニエンススト
ア、各県税事務所の窓口での納付
のほか、インターネットを利用
したクレジットカード納付（
「納
税！」で検索）やペイジ―も利用
できます。口座振替の手続きが既
に済んでいる方は残高の確認をお
願いします。
なお、納税証明書は車検の際に
必要ですので、大切に保管してく
ださい。
問／宮城県仙台南県税事務所
〇課税に関すること
課税第一班（☎ 022-248-2961）
〇納付方法に関すること
納税第二班（☎ 022-248-2986）
〇納税相談に関すること
納税第一班（☎ 022-248-2963）

リサイクル情報コーナー
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※5月9日㈮

みやぎ県民大学
仙台大学開放講座

健康でいきいきした生活を送る
ための方法を学びます。専門家に
よる実技指導や講義を通して、か
らだ、
こころ、
そして食生活という
側面から健康について考えます。
日 時 ／ 5 月 29 日、6 月 5 日・
12 日・19 日、木曜日 18 時～
20 時の全 4 回講座
場所／仙台大学
対象／ 18 歳以上の県民で 4 回継
続受講可能な方
定員／ 80 名 受講料／無料
応募方法／はがき、ファクス、E
メールのいずれかで申し込みく
ださい【①氏名②住所③電話番
号④年齢⑤職業を記入】
締切／５月 23 日㈮
申込・問／仙台大学事業戦略室
「開放講座」係 〒 989-1693 柴
田町船岡南二丁目 2-18 ☎ 022455-1621 0224-57-2769
jigyou@sendai-u.ac.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？

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

●学習机（本棚なし、20 年前購入）
〔無料〕 ●チャイルドシート〔無料〕
●子ども用自転車 ( タイヤ直径 56㎝、ギア 6 段、5 年前購入）
〔無料〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●北中男子制服ブレザー（165A）、スラックス（W75㎝前後）
〔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㎝）
・通園かばん〔無料〕
●西こばと幼稚園女児制服・体操着半袖長袖（上下、110 ～ 130㎝）
・通園かばん〔応相談〕
●西小体操着一式（130㎝）
〔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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9月のお知らせ
5月のお知らせ
っています。
また、民生委員は「児童委員」
を兼務しています。いじめ、児童
虐待といった問題の相談にのり、
学校や関係機関と協力して対応に
当たっています。
問／岩沼市民生委員児童委員協議会
（事務局 社会福祉課☎内線 351）

くらし
「春の早朝クリーンいわぬま」
への参加をお願いします

6 月1 日㈰は市民一斉清掃の日
です。
「 住みよい清潔で美しいま
ち」にするため、町内会など地域ぐ
るみによる参加をお願いします。
・居住地周辺の清掃
・公園、緑地、水辺など公共の場
所の清掃
・道路沿いに散乱している空き缶
や空きびんの回収
問／生活環境課
（市役所３階☎内線 333）

毎年5月は
「消費者月間」
です
岩沼市では、平成 21 年度から
地方消費者行政活性化基金を活用
し、消費生活相談の体制整備を行
っています。
市民の皆さんの安心・安全な消
費生活の実現を図るため、将来に
わたり、消費者行政に取り組んで
いきたいと考えています。
お困りの際は、消費生活相談窓
口にご相談ください。
◆岩沼市消費生活相談
日時／毎週月・水・金 9 時～ 15 時
場所／市民ホール相談室（第２月
曜は市役所３階商工相談室）
※電話での相談も受け付けていま

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

す
（☎内線235）
。
※市内の団体やグループを対象に
無料の講座を行っています。詳細
は商工観光課までお問い合わせく
ださい。
問／商工観光課（☎内線 323）

固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧

平成 26 年度固定資産税・都市
計画税課税台帳等の縦覧・閲覧を
次のとおり実施しています。
期間／ 4 月 1 日㈫～６月 2 日㈪
場所／税務課固定資産税係窓口
必要なもの／個人の場合は本人確
認ができるもの（免許証、保険
証など）
、法人で代表者以外の
方が申請する場合には委任状が
必要となります。
問／税務課固定資産税係
（市役所 2 階☎内線 247・248）

春期有害鳥捕獲実施
有害鳥による農作物への被害
を軽減するため、市内猟友会の協
力を得て、銃器での捕獲を実施し
ます。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
日時／ 5 月 9 日㈮、23 日㈮
5 時～日没まで
区域／市内全域（市街地を除く）
問／農政課
（市役所3階☎内線315）

趣味・催しなど
普通救命講習会
普通救命講習会に参加して、家
族や知人の大切な命を守るため
に、正しい知識と技術を身に付け
てみませんか。再講習の方も同時

に募集します。
日時／ 5 月 18 日㈰ 9 時～ 12 時
場所／消防署 3 階 会議室
※申し込みは受講日前日まで下記
問い合わせ先までご連絡ください。
※当日は人形を使った実技も行い
ますので、動きやすい服装でお越
しください。
※ 5 人以上の団体やご家族など
の開催も随時受け付けします。
申込・問／消防署警防課救急救助
係（☎ 22-5171）

ＡＥＤの貸し出し
市民の皆さんが参加する地域で
のイベントやスポーツ大会など、
AED
（自動体外式除細動器）を 一
時的に必要な時に活用していただ
けるよう、
無料で貸し出しします。
※借用する 1 週間前までに申し
込みが必要です。なお、普通救命
講習会修了者・医師・看護師など
が参加していることが必要です。
問／消防署警防課救急救助係
（☎ 22-5171）

第26回
市民文化芸術祭参加者募集

今年も市民文化芸術祭を開催し
ます。
開催日／ 11 月 8 日㈯・9 日㈰
対象者／市内を拠点に活動してい
る団体または個人
参加費／文化協会会員：１人 500 円
一般個人：１人 2,000 円
中学生以下の団体：１団体 3,000 円
締切／ 5 月 28 日㈬
※土・日・祝日を除く 9 時～17 時
に現金を添えて申し込みください。
申込・問／市民会館・中央公民館
（☎ 23-3434）

有料広告を掲載しています

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)

TEL

※電話連絡のうえお越しください

AM9：00～PM5:00(土日･祝日は休業) 岩沼市中央一丁目５-12(相馬屋さん隣)
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５月
保健・福祉
子宮がん検診を受診しましょう
各種健康診査申込書で子宮がん
検診を申し込んだ方は、受診票を
５月中旬に送付します。これから
申し込む方は、下記にお問い合わ
せください。
検診期間／ 5 月 19 日㈪～ 7 月 18 日㈮
対象者／ 20 歳以上の女性
（平成 27 年 4 月1日現在の年齢）
※自己負担金、検診場所などの詳
細については、受診票裏面に記載
されていますので確認の上受診し
てください。
申込・問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 345・346）

乳幼児保健講座

月のお知らせ
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子どもは抵抗力が弱く、よく病
気にかかります。病院が休みの夜
間や日曜日などにお子さんの具合
が悪くなったらどうすればいいの
でしょうか。一番最初に異変に気
付くお父さんお母さんに、小児科
医が気がかりな症状の見分け方を
お話します。ぜひご参加ください。
日時／ 6 月 4 日㈬ 10 時～
（受付：9 時 30 分～）
場所／保健センター
テーマ／「こどもの病気とかかり
やすい病気～こんな時どうすれ
ばいいの？～」
講師／いたのこどもクリニック
院長 板野 正敬 氏
対象／乳幼児を持つ親、市民
参加費／無料（申込不要）
※託児希望の方は、事前予約が必
要です。前日まで健康増進課へ
ご連絡ください。また、当日は 9

時 45 分までにお越しください。
問／健康増進課
（☎内線 347 ～ 349）

1歳からの離乳食完了期教室
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
よく噛んで食べる能力を育てる時
期でもあります。
そこで、この教室ではお子さん
が上手に離乳食を卒業し、幼児食
に移行できるようにアドバイスを
行います。ぜひお子さんと一緒に
参加し、健康な食生活のために役
立ててみませんか。
日時／5 月 23 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 4 月 と 5 月 生
まれの子と親（家族でも可）
定員／ 25 組 先着順（要申込）
参加費／無料
申込・問／健康増進課
（☎内線 345・346）

介護予防教室
～人生すまいる体操～

～肩甲骨の機能を学ぼう！～
体力づくりに必要な知識と、肩
コリ予防改善体操を紹介します。
合言葉は「ココロもカラダもス
マイルに！」です。皆さんの参加
をお待ちしています。
日時／ 5 月 21 日㈬
10 時～ 11 時 30 分
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）

日赤社資にご協力ください
日本赤十字社では、国内外の災
害被災者の救援、
血液、医療事業な
どの博愛事業を行っています。東
日本大震災では、被災者への医療
救護や支援物資の提供などの活
動を行いました。今年も、市民の
皆さんから社資
（1口500円）のご
協力をいただくため、5 月から協
賛 委 員（区長）が各家庭を訪問し
ます。
ご協力をお願いします。
※日赤では、
「社費」
（1 口 500 円）
と「寄付金」を合わせて「社資」
と呼んでいます。ご協力および金
額は任意です。
問／社会福祉課
（市役所 3 階☎内線 351）

5月12日は「民生委員・児童委員
の日」その後１週間は活動強化週間

民生委員・児童委員は、「広げ
よう 地域に根ざした 思いやり」
行動宣言による、安全で安心な福
祉のまちづくりをめざして活動し
ています。
民生委員・児童委員はあなたの
身近な相談相手です。心配なこと、
不安なこと、障害者や高齢者に関
すること、子育てに関すること、
さまざまな生活上の相談にのって
います。相談があった場合には、
行政などの関係機関と連携し、相
談窓口を案内するなどの活動を行

有料広告を掲載しています
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農家の皆さんへ
お願い

これから農繁期を迎えます。例年、水田や畑を耕す際に、一般道路や歩道に泥や土のかたまりが

放置され、通行に支障をきたす例が見受けられます。農家の皆さんにおかれましては、放置され
広報いわぬま2014.5月号
ないようご配慮をお願いします。問／農政課（☎内線312）

