未来への道筋をつけ“健幸”を実感できるまち
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笑顔あふれるスポーツの力
5 月 5 日、グリーンピア岩沼で「オリンピックデー・フェスタ
in 岩沼」が開催されました。子どもたちはオリンピック出場者
と一緒に鬼ごっこや玉ころがしなどをしてスポーツを楽しみな
がら交流を深めました。当日は「グリーンピアこどもの日イベン
ト」も同時開催され子どもたちは元気に遊びまわっていました。
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月

主な内容
□ニュース＆インフォメーション…………………… P2～5
□健康診査のご案内…………………………………… P6～7
□子育てインフォメーション………………………P10～11
□水道週間……………………………………………P12～13
□街角ウオッチング…………………………………P14～15
□6月のお知らせ………………………………………P18～24
（東日本大震災慰霊碑除幕式 ほか）

４ 月 日、「 岩 沼 市 災 害
公営住宅建設工事安全祈願
祭・起工式」が玉浦西地区
で行われ、災害公営住宅の
建設が始まりました。
災害公営住宅は、沿岸部
の 集落（相野釜、藤曽根、
二野倉、長谷釜、蒲崎、新
浜）と旧市営林住宅などの
被災者に住居を提供するた
めに、防災集団移転促進事
業により造成する玉浦西地
区と隣接する区画整理事業
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▲（左から）くわ入れをする梶原宮城復興局局長、
井口市長、遠藤宮城県土木部長

▲式場には、災害公営住宅の模型が展示されました
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安全祈願祭・起工式～

ました。
災害公営住宅は、旧来の
コミュニティを維持できる
ように地区ごとにまとまる
形で建物を配置します。木
造平屋および２階建て２
０戸が整備され、約４５０
人が入居を予定していま
す。早ければ 月から入居
が始まり、 年度中に全世
帯の入居完了を目指しま
す。
26

～岩沼市災害公営住宅建設工事

地内の三軒茶屋西地区に建
設されます。
式典には、井口市長をは
じめ国、県、工事関係者ら
約 人が出席し、くわ入れ
を行いました。
井口市長は「防災集団移
転地区内で、市民の方々が
孫子の代まで安心して暮ら
せるように、災害公営住宅
への入居が完了するまで皆
さまにさらなるご協力をお
願いしたい」と式辞を述べ
50

災害公営住宅が着工 生活再建へ着実な一歩

▶ニュース＆トピックス

玉浦西地区の宅地引渡しが完了 住宅の建設に本格着手
～玉浦西地区第 3 期宅地引渡し式～
4 月 27 日、市民会館中ホールで「玉浦西地区第 3 期宅地引渡し式」が開催され
ました。
昨年 12 月、今年 3 月に続く今回の引渡し式では、94 区画の契約書が取り交わ
されました。これにより防災集団移転促進事業による玉浦西地区の個人住宅宅地
の引渡しが完了したことになります。
井口市長は「生活利便施設などについても
急ピッチで進めたい。そして、まち全体はも
▲移転者代表と契約書を
ちろん一人ひとりの生活もしっかりと支えて
取り交わしました
いきたい」と述べました。
移転者代表として小林昌代さん（二野倉地
区）は「玉浦西のまちづくりについては、この地で生活する私たち
が中心になって進めていくことになるが、子どもたちにも玉浦西に
住むようになった理由を伝え、愛着と誇りを持ってもらえるような ▲式の最後には玉浦中学校音楽部の皆さ
まちになるよう頑張っていきたい」と話しました。
んが復興への願いを込めて演奏しまし
た
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▲（左から）協定書を手にする伊藤
代表取締役社長と井口市長

設定し、借地人が商業施設の建設と管理運営を行う
●商業施設の計画概要
開業予定時期：平成 27 年夏頃
施設規模：建築面積
駐車台数

約 6,000㎡ 売場面積

約 4,300㎡

約 300 台

約 130 台

駐輪台数

※上記内容は現時点の計画で、今後変更されることもあります。
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商業施設立地協定締結式～

商業施設用地（市有地）に事業用定期借地権（20 年）を

藤チェーンが展開する 店舗では最
大規模となり、市内からの雇用も見
込まれています。
防災集団移転地玉浦西地区は造成
が完了しており、生鮮食料品や生活
必需品などを販売する商業施設の出
店で、利便性が大きく向上すること
になります。

●商業施設の運営方法

玉浦西地区に新業態の生活利便施設ができます

4

～防災集団移転地玉浦西地区

被災沿岸 集落の集団移転先とな
る玉浦西地区に株式会社伊藤チェー
ン（伊藤吉一代表取締役社長）が出
店することになり、 月 日、市役
所で「商業施設立地協定締結式」が
行われました。
式で、井口市長は「仙南地方に拠
点を置く株式会社伊藤チェーンに立
地していただけることになりまし
た。地区に住む住民の皆さんが必要
な物を購入できるようになり感謝し
ます」と立地歓迎のあいさつをしま
した。伊藤社長は「新たなまちづく
りの一環として、また、地元企業と
して被災地支援となるよう出店しま
す」と語りました。
開業は平成 年夏頃を予定してお
り、食品スーパーのほか約千㎡の産
地直売施設も計画されています。伊
6
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地域の復興と活性化を図るメガソーラープロジェクト
～いわぬま臨空メガソーラー発電所建設工事

安全祈願祭・起工式～

◀太陽光パネルは約 万
枚使用されます

4月10日、相野釜西地区で「いわぬま臨空メガソーラー発電所建設工事安全祈願祭・起工式」が約80
人の関係者の出席のもと行われました。
メガソーラー（大規模太陽光発電所）は、市の震災復興計画の「自然エネルギーを活用したまちづくり」
の一環として、東日本大震災の津波で被災し、地盤沈下などにより農地として利用が困難になった土地を
利用して設置されるものです。
平成24年6月に市が事業者を募集し、応募のあった中から丸紅株式会社、株式会社日立製作所、株式会
社日本設計の合同企業体を事業者として選定。丸紅株式会社全額出資の特定目的会社である「いわぬま臨
空メガソーラー株式会社」が平成24年10月9日に設立され、太陽光発電所の開発・建設および売電事業
を行います。
工 事 は 平 成26年4月～27年3月で、
27年4月からの運転開始を予定してい
ます。
発電量は、28.3メガワット（１メ
ガワット＝1,000キロワット）の出力
で計画されています。市内一般家庭
の半数に当たる約8,000世帯分の消費
11
電力量が発電できることになります。
3

3
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千

▲くわ入れする出席者

▶ニュース＆トピックス

場合は速やかに市に連絡を
いただくものです。
井口市長は「来年度から
始まる新しい介護保険計画
と合わせて高齢者が安心し
て生活できる環境にしてい
きたい」と述べ、菅原岩沼
郵便局長は「郵便局には集
配業務など市内を巡回する
職員が 人いる。地域に根
ざした業務の中で市民の安
全・安心に貢献していきた
い」と話しました。

～高齢者等見守り取組みに関する協定締結式～
月 日、市役所で岩沼
郵便局と「高齢者等見守り
取組みに関する協定締結
式」が行われました。
この協定は岩沼市と郵便
局が連携して高齢者の孤立
死を防止し、高齢者などが
安心して自立した生活がで
き る よ う 支 援 す る も の で、
郵 便 局 職 員 が 市 内 巡 回 時、
高齢者世帯などで郵便物の
受け渡しをする際に異常が
ないか確認し、異常のある

愛知県岩倉市と岩沼市の
間 で「 災 害 時 相 互 応 援 協
定」が締結され、 月 日、
岩沼市役所で締結調印式が
行われました。
式には愛知県岩倉市から
片 岡 恵 一 市 長、柴 山 俊 介 総
務 部 長、森 山 稔 危 機 管 理 課
長が出席。また、岩倉市から
岩沼市に派遣されている伊
藤禎章主事も出席しまし
た。
井口市長は「震災後岩倉
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市からいろいろとご支援を
いただいた。大災害などの
いざという時には当市でも
支援していきたい」と述
べ、片岡岩倉市長が「東海
地方は南海トラフが懸念さ
れている。大災害時には遠
隔地故の支援・協力をお願
いしたい。また、今後は防
災以外の支援も考えていき
たい」と話しました。
今後、災害時に両市の効
率的な連携が期待されます。

4 月 30 日、菊地啓夫副市長の退任
式が市役所で行われました。
平成 23 年 1 月に副市長に就任し、3
年 4 カ月務めた菊地副市長は「井口市
長をリーダーとして、復興最優先で職
員一丸となって取り組んできた。復興
の途中でもあり、今後も市民生活向上
のため、力を合わせて頑張っていただ
きたい」とあいさつしました。

4 月 30 日、市 消 防 署 で、一
般財団法人空港環境整備協会
（岩崎貞二会長）への感謝状贈
呈式が行われました。
同協会から復興支援特別事
業として 2 年にわたり約 2 億
円の助成を受け、救助工作車、
▲中 原登志秋仙台事務所長（右）
防災行政無線屋外拡声子局、
へ感謝状を贈呈
東児童館遊具などを整備する
ことができました。
「2 年間、多くの助成金をいただいた。市の予算だけでは
なかなか難しいものを整備することができた」と井口市長は
感謝を述べ、中原登志秋仙台事務所長は「岩沼市は他地域に
比べてハイスピードで復興している。被災された皆さんへ、
いくらかでもお手伝いできているものと思う」と話しまし
た。

40

～愛知県岩倉市と「災害時相互応援協定」締結調印式～

▶（左
 から）協定書を手にする
片岡市長と井口市長

5

副市長が退任
２年にわたる支援に感謝

4
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地域のネットワークで安全・安心を守る

▶（左
 から）協定書を手にする
菅原岩沼郵便局長と井口市長

1

岩 倉と岩 沼でつながる強固な防災タッグ

5

～一般財団法人空港環境整備協会に感謝状贈呈～

4
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復興への願いを込めた贈り物

いわぬまの

▲贈呈されたベンチ

～地域産スギ材による木製品贈呈式～

6 月 8 日㈰

▼目録を贈る宮城中央森林
組合長などの皆さん

月 日、市役所で宮城県産
のスギ材を使用した木製品の贈
呈式が行われました。
この取り組みは、宮城中央森
林組合が被災地で生活再建に取
り組む地域の皆さんに憩いの場
を提供したいとの思いから、農
林中央金庫が創設した「復興支
援プログラム」の協力を得て実
施しています。
今回、岩沼市にはベンチ、テー
ブル、下駄箱など計 点が贈呈
されました。贈呈品は仮設住宅
集会所や東児童館などに設置さ
れています。
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クロマツ林の復活を願い植樹

5

～「羽衣の松」の植樹～

月 日、 押 分 字 須 加 原 で
「羽衣の松 ※」の 植 樹 が 二 の 倉 工
業団地協議会、玉浦西まちづく
り住民協議会など 約 ２ ０ ０ 人
の参加のもと行われました。
駿河・三河の海岸で「羽衣の
松」と呼ばれるクロマツの種子
の支援を受け、市内造園業者が
育てた苗木約８千本を、二の倉
工業団地内で被災したクロマツ
林の復活と団地の復興を願って
植樹しました。

※
「三保の松原」
で有名な静岡県三保半島の砂浜に天女が舞い降りて
羽衣をかけたとされる
「羽衣伝説」
のもととなった松。

▼手 際よく松の苗木を植える
参加者たち

は岩沼市長選挙です

あした

明日をつくる

この一票。

この選挙は、私たちの市政のリーダーを決める大切な選挙です。大切な一票、棄権せずに投票
しましょう。

投票日：6 月 8 日㈰
時 間：午前 7 時～午後 8 時
●今回の選挙で投票できる方
・平成6年6月9日までに生まれた方
・平 成26年2月28日までに岩沼市の住民基本台帳
に登録され、引き続き投票日まで市内にお住まい
の方
●当日投票に行けない方は期日前投票ができます
・期日前投票期間：6月2日㈪～7日㈯
・時間：午前8時30分～午後8時
・場所：岩沼市役所 6階北側 第2会議室
・点字投票：目の不自由な方は、点字投票をするこ
とができます。投票所受付に申し出ください。

●病院などや滞在地での投票
・宮城県選挙管理委員会の指定する病院、介護
施設などに入院または入所されている方は、
その病院や施設で投票することもできます。
詳細は病院等の職員にご相談ください。
・仕 事などで他の市町村に滞在されている方
は、滞在している市町村以外の選挙管理委員
会で投票することもできます。
※前もって岩沼市の選挙管理委員会へ郵送で
投票用紙の請求の手続きが必要となります
ので、早めに岩沼市選挙管理委員会までお
問い合わせください。

問／選挙管理委員会
（☎内線583）
5
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▶健康診査のご案内

健康診査日程表

○集団健診（特定健診、基本健診、後期高齢者健診、結核・肺がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査）

受付時間
曜

日

会

場

月

午前の部：9時10分〜11時、午後の部：13時10分〜15時、夜間の部：17時〜19時

日

対象
行政区

月

原
根方南

午後

玉崎上
玉崎下
根方北

たけくま集会所

たけくま第一西
たけくま第二
たけくま第三
たけくま第一東
土ケ崎第二

月

日

6月23日

6月24日

会

場

保健センター

矢野目
中央集会所

午前

阿武隈団地
阿武隈

矢野目下一
矢野目下二
下野郷下

午後

桜第五

矢野目上
矢野目中

対象
行政区

夜間

月

日

会

場

対象
行政区

たけくま集会所

松ケ丘第一
北長谷北

松ケ丘第二
北長谷南

土ケ崎第一南
土ケ崎第一北

土ケ崎第三

林一・相野釜
藤曽根・早股中
早股下二

6月25日

6月26日

6月27日

6月28日

勤労者活動
センター

勤労者活動
センター

勤労者活動
センター

平等団地

栄町北
朝日東

栄町中央・栄町東
長岡上・長岡下

三色吉中
栄町南
千貫団地

三色吉南
朝日西

志賀上
志賀中
志賀下

三色吉北
小川上
小川下
7月2日

7月3日

午後

中央四丁目第一
中央四丁目第二

藤浪

里の杜北

吹上第一西
吹上第二

吹上第一東
吹上第三

7月7日

7月8日

7月9日

7月10日

7月11日

保健センター

保健センター

桑原第二
本町第二

桜第二
桜第三

大手町
本町第一

桑原第三

桜第一南
桜第一西
桜第一東
中央二丁目

中央一丁目第一
中央一丁目第二
中央一丁目第三
館下第一

夜間

保健センター

押分・新浜
寺島・押分団地
下野郷上

保健センター

7月5日

保健センター
桑原第一
稲荷町

7月6日

保健センター

7月12日

保健センター

保健センター

相の原団地
末広

予備日

相の原第二
桜第四

6月29日

予備日

予備日

中央三丁目第一
中央三丁目第二
館下第二

日

6月22日

林二
二野倉

7月4日

里の杜南
蒲崎北
蒲崎南

保健センター

玉浦公民館

長谷釜
早股上
早股下一

二木第一
二木第二

午後

保健センター

玉浦公民館

中央四丁目第三
相の原第三

午前

土

6月21日

たけくま集会所

午前：志賀コミュ
ニティーセンター
午後：勤労者活動
センター

7月1日

金

6月20日

午前

場

対象
行政区

木

6月19日

保健センター

日

会

6月30日

6月18日

保健センター

夜間

月

水

6月17日

玉崎公会堂

午前

夜間

火

6月16日

相の原
梶橋
予備日

※午前の部の開場時間は8時30分です。
※対象行政区の指定日に健診を受けられない場合は、他の行政区指定日または予備日に受診することができます。（午前の部は、比較的混み合い
ますので、午後の部の受診をお勧めします）

○個別健診（特定健診・後期高齢者健診）

健診を受けるには予約が必要です。医療機関にお問い合わせください。
健診期間

6月16日㈪～
7月31日㈭
（日曜・祝休日
除く）

受付時間

健診医療機関名

電話

（五十音順）
健診医療機関名

電話

青木神経科内科クリニック

24-5501

中川医院

22-2016

健診を受けるには ありた総合内科クリニック
予 約が 必 要です。 岩沼クリニック
医療機関にお問い おなかのクリニック
合わせください。 佐藤医院

25-2561

本郷医院

24-2100

あおば内科・胃腸内科クリニック

総合南東北病院

丹野医院（耳鼻咽喉科）

29-3741

25-6858

25-6188

22-2848

23-3151

22-2293

脳外科内科すずきクリニック
緑の里クリニック

森整形外科クリニック
安田内科医院

山本クリニック

25-6567

23-2678

22-1311

22-2693

22-2630

※胸部レントゲン検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査は集団検診の会場で実施しています。

特定健診を受けない方へのお願い

未受診の方へ再度受診のご案内を差し上げる場合があります。職場健診、人間ドックなど特定健診と同等の
健診を受けた方、また今後受ける予定の方は、受けられた健診結果（写し）を健康増進課まで提出していただ
くようお願いします。
広報いわぬま2014.6月号

6

健康診査のご案内
〜年に一度は体の点検とお手入れを忘れずに〜
特定健康診査（特定健診）は、40〜74歳の方を対象に医療保険者（健
康保険証を発行している機関）に実施が義務付けられています。
市では、岩沼市が医療保険者として実施する特定健診（40〜74歳の岩
沼市国民健康保険被保険者）および、基本健診（19〜39歳の市民）、後
期高齢者健診（後期高齢者医療被保険者）を実施します。
特定健診などは、集団健診（※1）と個別健診（※2）の2方式で実施し
ますので、ご都合に合わせて選択することができます。受診券と被保険者
証および自己負担金をお持ちになり受診してください。受診券は、特定健
診対象の方は全員に、後期高齢者健診と基本健診はお申し込みいただいた
方に、6月中旬に送付します。
医療保険の種類によっては、市が実施する集団健診の会場で受診できますので、医療保険者からの受診
案内などでご確認ください。
※1 集団健診は、保健センターや公民館などが健診会場になります。

※2 個別健診は、市内の医療機関で受診する健診で、予約が必要です。

結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検査、前立腺がん検診
結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検査、前立腺がん検診を特定健診な
どの集団健診会場において、同日程で実施します。
結核・肺がん検診は、4月に申し込まれた方および65歳以上で申込書
の提出が無かった方に受診票を送付します。なお、検診の申し込みをさ
れていない方で受診を希望される方は、健診会場で当日お申し込みくだ
さい。車いすで結核・肺がん検診を希望される方は、7月12日㈯午前の
部でリフト付きレントゲン車で受けることができますので事前にご連絡
ください。
肝炎ウイルス検査、前立腺がん検診を希望される方は、健診会場で当
日お申し込みください。
検診名

結核・肺がん検診

肝炎ウイルス検査

前立腺がん検診

対象者

40歳以上の方

40歳の方、41～70歳の方で、
平成14年以降に市で行った
検査を受けていない方

55、60、65、70歳の
希望される男性

800円
※国が定める感染症予防事業
の 対 象 に な る た め40、45、
50、55、60、65、70歳 の
方は無料になります。

800円

自己負担金

レントゲン検査：無料
かくたん

喀痰検査：500円

※年齢基準日は、平成27年4月1日です。

問／健康増進課（☎内線345）
7
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▶健幸いきいきチェック

目指

そう！ 健幸達人!
85歳

やってみましょう！

「健幸いきいきチェック」

◆ 市では、日常生活に必要な機能が低下していないかを振り返る「健幸いきいきチェック」を行います。◆

1

65 歳を過ぎたら、3年ごとに届きます（申し込みは不要です）

2

ご自身で答えて投函します

毎年4月1日現在で、66 歳・69 歳・72 歳・75 歳・78 歳・81 歳・84 歳の方に、アンケート票「健幸
いきいきチェック」をお送りします。
（※介護保険の要支援・要介護認定を受けている方は対象になりません。）

健幸いきいきチェック（例）

□バスや電車で1人で外出していますか？
□階段を手すりや壁を伝わらずに歩いていますか？
□半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか？
上記のような普段の生活や心身の状況に関する質問に、
「はい」か「いいえ」で答えて投函してください。

3

はじめましょう、あなたに合った介護予防（結果アドバイスが届きます）
♠生活機能の低下が心配される場合は、介護予防教室への参加をご案
内します。
♣市や地域包括支援センターでは、介護予防の講座などを開催する予
定です。広報または折り込みチラシでお知らせしますので、お気軽
にご参加ください。
♥地域の方が集まって自主的に行う介護予防活動を応援しています。詳し
くは、介護福祉課または地域包括支援センターにお問い合わせください。

昨年度の『健幸いきいきチェック』の結果では

65 歳以上の方の 4 人に 1 人が
「介護予防が必要」

▼岩沼市介護予防教室の様子

％

であることが分かりました
ココに注目！

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

介護予防が必要な方の割合は、65～74歳では、約6人に1人です
が、75歳以上では、約3人に1人と、75歳を境目に倍増しています。
問／総合福祉センター（ あいプラザ）内 介護福祉課 事業給付係
【岩沼西小学校学区】岩沼西地域包括支援センター
【岩 沼小学校学区】岩沼市社会福祉協議会地域包括支援センター
【岩沼南小学校学区】南東北地域包括支援センター
【玉 浦小学校学区】マリンホーム地域包括支援センター

みんなで歩くっていいね！

☎24-3016
☎36-7266
☎25-6834
☎23-7543
☎25-6656

健ちゃん幸ちゃんウオーキング で健康づくり
け

ん

こ

う

いわぬま“健幸”つくり隊主催で4月19日に開催されたお花見ウオーキング
に約40名の市民が参加しました。駅前広場で準備体操をしたあと、朝日山公
園までの往復約4.5㎞を1時間半かけて歩きました。桜を見ながら歩くうちに
会話も弾み、参加者は人とのつながりがもてるウオーキングの効果をあらため
て感じていました。
問／健康増進課（☎内線348）
広報いわぬま2014.6月号
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平成26年度

納税貯蓄組合に加入しませんか

問／税務課（☎内線254）

住宅再建に

試験の職種
事 務
土 木
中級

4月23日に「平成26年度岩沼市納税貯蓄組
合連合会総会」が開催され、下記のとおり新
役員が選任されました。
○会 長 古積 宏 ○副会長 渡邉 勝光

○副会長 本郷 拓

（上級／大学卒業程度、中級／短大卒業程度）
上級

納税貯蓄組合とは？
個人または法人が一定の地域・職域または
勤務先を単位として任意に組織した組合です。
年間計画に基づき組合員の納税額に応じた金
額を集め、納税貯蓄組合を通じて税などを期
別ごとに一括納付するための事務を行います。
納税貯蓄組合加入のメリットは？
・税金などの納め忘れがなくなり、安心です。
・年 間計画に基づき、毎月同じ金額を集める
ため、月ごとの税負担が平準化されます。
・納 税貯蓄組合の事業を通じて、組合員の親
睦や地域づくりができます。

岩沼市職員採用試験

保育士

採用予定人数
受験資格
8名程度
昭 和60年4月2日 ～ 平 成5年4月1
日に生まれた方
2名程度
平成2年4月2日～平成6年4月1日
に生まれた方で、採用までに「保
2名程度
育士」の資格を有する方（取得見
込み含む）

※初級採用試験については「広報いわぬま7月号」でお知らせします。
※詳細は受験案内で必ずご確認願います。

一次試験／7月27日㈰

採用時期／平成27年4月以降

試験案内・受験申込書配布および申込受付

期間／6月2日㈪～20日㈮（郵送申込は6月20日㈮必着）
8時30分～17時（土・日は除く）
場所／〒989-2480 岩沼市桜1丁目6番20号
総務部政策企画課人事職員係（市役所5階南側）
※なお、申込書の郵送を希望する場合は、封筒の表に「上・中級試験案
内請求」と朱書きし、宛先を明記した返信用封筒（A4判が入る大き
さ・角型2号）に120円切手を貼付したものを必ず同封してください。

問／政策企画課人事職員係（☎内線524・525）

三 州 瓦 を使ってみませんか！

愛知県高浜市は三州瓦の産地であり、震災後職員の派遣など岩沼市の復興を支援していただいています。愛
知県陶器瓦工業組合では住宅再建と瓦の振興を目的に、昨年度から三州瓦を使用する場合に一戸当たり10万円
の支援制度が創設されています。今年度は高浜市と連携して一戸当り3万円を上乗せ補助金として交付します。
●対象になる方
東日本大震災で半壊以上の「り災証明書」を
有し、新築・または全面葺き替えする方

●補助の内容（予算の範囲内で先着順）
三州瓦を使うと一戸当たり10万円
高浜市にあるメーカーの瓦を使うと＋3万円

○申請手続き（問い合わせ）は下記までお願いします。
愛知県陶器瓦工業組合 （☎0566-52-1200 ホームページアドレスhttp://www.kawara.gr.jp）

みんなで防ごう 土砂災害！

６ 月 は『土砂災害防止月間』です

6 月～ 11 月上旬は、土砂災害が多く発生する期間です。常日頃より気象情報に耳を傾け、十分に注意
しましょう。

前触れ現象があったら
安全な場所へ避難する
○土砂災害のほとんどの起因は降雨です。1 時間に 20 ミリ以上の強い降雨や、
とともに次のいずれか
降り始めから 100 ミリ以上の降雨量になったら、十分な注意が必要です。
に通報してください

降雨が続いたら要注意！

～いざという時の心構え～

○土石流はスピードが速いため、流れを背に逃げたのでは追いつかれてしま
います。土砂の流れる方向に対し、直角に逃げるようにしましょう。
○普段から家族全員で避難場所や避難する道順を決めておきましょう。

代表的な前触れ現象とは？

～よく注意してください～

●土石流
山鳴り、川の水の濁り、降雨が続いているのに川の水が減る、腐った土の臭いなど
●地すべり
地面のひび割れ、井戸水の濁り、沼などの急激な水量の変化、樹木や電柱の傾きなど
●がけ崩れ
小石がパラパラと落ちる、割れ目ができる、水が湧き出るなど
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・防災課
（☎内線 541・542）
・土木課
（☎内線 411 ～ 417）
・宮城県仙台土木事務所
河川砂防第四班
（☎ 022-297-4153）
・国土交通省仙台河川国
道事務所
（☎ 022-248-4131）

▶子育てインフォメーション

児童手当現況届のお知らせ
平成 26 年 5 月分まで児童手当を受給する方で、6 月 1 日現在、岩沼市に在住の方は 6 月 30 日㈪ま
でに児童手当現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には、6 月 10 日以降に関係書類を郵送します。
この届け出は、6 月分（10 月支払分）以降の児童手当を引き続き受給するための大切な届け出です。
提出を忘れてしまうと、6 月分からの児童手当について受給ができなくなりますので、ご注意ください。
●現況届の受付
届出用紙に必要事項を記入し、添付書類（受給
者の保険証のコピーや平成 26 年度課税証明書な

●所得の制限
児童手当には所得の限度額の適用があるため、
所得の申告が必ず必要となります。平成 26 年 1

ど）を同封の上、6 月 30 日㈪までに返信ください。 月 1 日の住所地にて所得の申告をしてください。
直接提出する場合は、子ども福祉課（市役所 3
階）までお願いします。
●現況届の提出が不要な方
平成 26 年 5 月以降に転入や初めてお子さんを

なお、所得の申告をしていない場合は、児童手
当を受給できるか審査できないため、6 月分から
差し止めとなります。
●その他

出生したことにより「児童手当・特例給付認定請

児童手当の現況届は、子育て世帯臨時特例給付

求書」を提出した方は、現況届を提出する必要は

金の申請書とは異なります。どちらも提出してい

ありません。

ただかなければ、それぞれの支給が受けられない

しかし、平成 26 年 1 月 2 日以降に他市町村より

ので、ご注意ください。（それぞれ別々に定めら

転入してきた方は、現況届が提出不要な方も含め、 れた返信用封筒で郵送ください）
平成 26 年 1 月 1 日に住所のあった市町村から平成
26 年度課税証明書
（所得額、控除額、扶養人数が
分かるもの）
を取得し、
提出する必要があります。

※詳しくは 6 月10 日以降に届く書類をご覧いただ
くか、
子ども福祉課までお問い合わせください。
問／子ども福祉課（☎内線 396）

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請について
広報４月号で概要をお知らせしていました、消
費税の引き上げに伴い臨時的に実施される臨時福

●給付方法
申請書に記載された指定の口座に振り込みます。

祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請受付 （口座を持っていないなど、やむを得ない事情の
を開始します。
●申請受付期間
6月23日㈪～ 9月24日㈬

ある方はご相談ください）
ご注意ください

※これらの給付金は、6 月 10 日頃に送付される

●申請方法
対象者に対し郵送される申請書に記入・押印いた
だき、必要な添付資料と一緒に、同封の返信用封筒

児童手当現況届とは異なるもので、それぞれに
申請（提出）が必要ですのでご注意ください。

※公務員については、市から申請書などは郵送さ

を利用し返送してください。
（6月23日㈪発送予定）
※郵 送での申請が難しい方のために、市役所 6 階の
第 2 会議室での受け付けも行います。

れませんので、所属庁から発行される証明書と

申請書に必要事項を記入・押印し、
通帳の写しなど
を添付して申請してください。
（郵送可能。詳し
くは市ホームページを参照してください）

問／臨時福祉給付金：社会福祉課
（☎内線 351）、
子育て世帯臨時特例給付金：子ども福祉課
（☎内線 396）
厚生労働省共通専用ダイヤル：（☎ 0570-037-192）
広報いわぬま2014.6月号
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子育て応援者養成講座を開講します
岩沼市子育て支援センターでは、
「子育て応援者養成講座」を開催します。
ゆうびんや

この講座を受講・修了すると、「こうのとりの〒屋さん」などの子育て
支援ボランティアとして、また、ファミリー・サポート・センターの協力
会員として活動できます。「子育ての経験を何かに生かせないかしら？」
「子どものボランティアをしてみたいけど、きっかけが…」という方、ぜ
ひ受講して子育て家庭の皆さんに力を貸してください。
✿会場／岩沼みなみプラザ
✿対象／子育て支援ボランティアに興味のあ
る方、ファミリー・サポート・センター
協力会員登録希望の方
✿受講料／無料
✿定員／ 20 名
✿申込締切／ 6 月 9 日㈪
日程
6月12日㈭

ファミリー・サポート・センターとは…
子どもを預けたい「依頼会員」と、子どもを預
かってくれる「協力会員」のコーディネートをす
る機関です。
※協力会員登録希望の方に限り、託児について対応
できる場合があります。お気軽にご相談ください。

時間

講義名

9：30～10：00

開講式・オリエンテーション

10：00～10：50

子育て支援に関わる心がまえ

11：00～12：00

地域子育て支援の実際

6月19日㈭

9：30～11：30

子どもの救急法

6月20日㈮

9：30～11：30

遊びと製作

9：30～10：30

子どもの健康と発達について

10：40～11：40

子どもの生活と遊びについて

6月24日㈫

会場

岩沼みなみプラザ
ボランティア室

市内子育て支援事業・保育所（園）などで、子育て支援関係実習（2日間）
6月27日㈮

9：30～12：00

ファミリー・サポート・センターについて

7月   3日㈭

9：30～11：30

保護者とのコミュニケーション

9：30～10：30

子育て支援について（総論）

7月   7日㈪
7月   9日㈬
7月11日㈮

10：40～11：40

子どもの育ちと食について

9：30～11：30

子どものかかりやすい病気とその対応

9：30～11：00

預かり保育のポイント

11：00～12：00

各活動場所

岩沼みなみプラザ
ボランティア室

閉講式

問／岩沼市子育て支援センター（☎ 36-8762）

✦東児童館が再開します✦
東日本大震災の被害を受け休館していた東児童館は、現地での再建
工事が完了し、6 月 5 日㈭に地域の児童館として新たにスタートしま
す。児童館は乳幼児から 18 歳まで誰でも利用できます。皆さんのご
来館をお待ちしています。
問／東児童館（☎ 25-0455）
11
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ごくごくり

玉崎浄水場

だいじなお水

週
56

特別損失など

資本的支出
6億805万円

企業債償還金
2億104万円

企業債
1億500万円

資本的収入
2億6,039万円

国庫補助金
9,494万円

資本的収支の差引不足額3億4,766万円は、
損益勘定留保資金などで補てんします。



取水浄配水費などの
営業費用
12億883万円

出資金
3,321万円

建設改良費など
4億701万円

負担金など
2,724万円

1,636万円
営業外収益など
7,082万円
企業債支払利息などの
営業外費用
7,754万円

※消費税込みの金額です。

平成26年度予算における財政状況

12
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水道は重要な
ライフラインです



16,100戸

資本的収入および支出
（施設等建設に係る収支）

収益的収入および支出
（事業の運営に係る収支）

でも事業全般にわたる業務
改善を行い、経営の合理化
に努めてきました。
しかしながら、震災によ
る 水 道 料 金 収 益 の 減 収 や、
配水管の破損に伴う修繕費
用の増加などにより、市の
水道事業はさらに厳しい経
営を強いられています。
市では財政の健全化を推
進するとともに、サービス
水準の質的向上を図り、よ
り一層市民の皆さんに信頼
される水道事業を目指して
いきます。

給
戸

市の水道事業は、阿武隈
川の伏流水を水源として当
時の吹上浄水場から給水を
開始し、今年で 年になり
ます。
この間、町の発展に伴い
増え続ける水需要に対処す
るため、昭和 年からは阿
武隈川の表流水に水源を変
えました。さらに平成 年
からは、
玉崎浄水場に加え、
県営仙南・仙塩広域水道に
よる七ヶ宿ダムの水を計画
的に受水し、配水池で混合
して市内全世帯へ供給して
います。

14,466㎥

2

財政の健全化を
推進しています

◆ 年度の主な事業
①配水管整備事業
（7482万円）
藤曽根大師橋などの配水
管の布設を行います。
②改良事業
（ 億926万円）
岩沼南中央線などの送配
水管の布設替えを行いま
す。

1日 平 均
給 水 量

59

44

水道事業は、法律により
「独立採算」で運営するこ
とになっています。
市においても、浄水場の
運転管理、水質検査、配水
管などの新設・更新、漏水
調査など、水を安心かつ安
定して使っていただくため
の経費は、利用者の皆さん
の水道料金で賄われていま
す。
水道事業所では、これま

5,280,000㎥

道
7

水は、あらゆる生物に欠くことのできない「生命の源」
で あ り、 水 道 は 生 活 環 境 の 基 盤 施 設 と し て 住 民 生 活 に 重
要な役割を果たしています。
月 日 ㈰ ～ 日 ㈯ は、「 第 回 水 道 週 間 」 で す。 市
の水道事業について、そのあらましをお知らせします。
1

間
第55回水道週間協賛懸賞募集特選
藤原 茉央さん（足利市立御厨小学校2年）
阿武隈川

26

平成26年度予定配水量等

収益的支出
13億273万円

料金収入などの
営業収益
12億4,365万円

収益的収入
13億1,447万円

水
6

2

年
間
配 水 量

水
数

おいしいな

6月1日㈰〜7日㈯は

▶特集／水道週間

2

水道水の放射能測
定について
市では、水道水の放射能
測定を定期的に実施してお
ります。測定結果について
は、市のホームページに掲
載していますので、そちら
をご覧ください。

……市指定給水装置工事事業者にお申し込みを!……

事業者名

㈲管栄設備（土ケ崎

㈲森久設備（末広

㈱小野配管（桑原

丁目）

☎

☎

☎

電話番号

│4253

│4464

│3423

│1451

│0346

│0431

│2209

│3215

│2820

│1822

│3209

│3004

│4507

│2860

│0450

☎ │4088

丁目）☎

丁目）

丁目）☎

丁目）

㈲及川水道工業所（藤浪

☎

丁目） ☎

☎

丁目）☎

丁目）☎

丁目）☎

丁目）

丁目） ☎

丁目）

㈲布田設備工業所（桜

㈲中央総合商事（二木

㈱菅野工務店（吹上

22 23 24 22 35 22 22 24 22 22 22 24 24 22 22 22 22 25 23 22 22

工

務 係

務

係

☎ │0886

│2417

フライ設備（押分字孫助原）

│2835

│2320

☎

※市外の事業者については、水道事業所業務係にお問い合わせください。

（☎内線454･455･459）

（☎内線456･458）

・水道を使い始めるとき、使用をやめるとき
・水道料金に関すること
・水道の新設、改造工事、修繕工事（お近くの指定給水装
置工事事業者に申し込みください。）

業

水道に関するお問い合わせは水道事業所まで

㈲堺水道工業所（下野郷字北谷地）☎

大博設備（押分字西土手）

㈲ウオーテックヤオヤ（早股字松原）☎

㈲小島設備工業所（早股字小林）☎ │6447

㈱嶺利設備工業所（押分字新筒下）☎

相原水道工業所（押分字奥山） ☎

㈲シンコウ設備工業（中央

㈲トータルライフカンノ（藤浪

㈲岩沼設備工業所（吹上

1 1 1

㈲藤正施設（桑原

5

3

1

1

1

4 1

㈱高橋工業（小川字上河原）

後藤設備工業所（松ケ丘

2

2

㈲南設備工業所（南長谷字諏訪）☎

地区

西部

中央部

市内事業者は下表のとおりです。
東部

水道の安定供給に
努めていきます
東日本大震災では、市内
のあらゆる水道管が破損
し全域で断水となりまし
た。市では今回の震災を踏
まえ、 年度までに配水池
に緊急遮断弁を設置しまし
た。また順次更新する水道
管を耐震管にすることによ
り安定して水道を供給して
いきます。市の水道は水源
に阿武隈川と七ヶ宿ダムの
つを利用しています。こ
れは災害などにより水源に
被害を受けた際、片方の水
源より供給できるメリット
があります。このようなこ
とから、危機管理の観点に
おいても つの水源を利用
し安定した水道水の供給を
していきます。
24

2

貯水槽は 設 置 者 の
管理が大 切 で す

営業日）に指定の口座より
振替します。現在納付書払
いの方で、口座振替希望の
方はご希望の金融機関にて
お 手 続 き く だ さ い。 な お、
口座振替できる金融機関は
次のとおりです。
・七十七銀行
・仙台銀行
・岩沼市農業協同組合
・名取岩沼農業協同組合
・仙南信用金庫
・東北労働金庫
・相双五城信用組合
・ゆうちょ銀行

毎月の検針に
ご協力を

26

水道の故障などでお困りのときは

・本管工事等に関すること
※水は限りある資源です。道路などで漏水を見かけました
ら、水道事業所にご連絡ください。

広報いわぬま2014.6月号
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メーター検針に伺った
際、メーターボックスの上
に車や物が置いてあった
り、出入口やメーターボッ
クス付近にペットがいると
検針できないことがありま
す。常に検針しやすい状態
にしていただきますようご
協力をお願いします。
年度の水質検査結果、 年度
の水質検査計画については、市
のホームページからご覧いただ
けます。
25

ビルやマンションなどの
高い建物では、水道管から
供給した水をいったん受水
槽にため、これをポンプで
屋上などにある高架水槽に
くみ上げ、各家庭の皆さん
に給水しています。
この受水槽と高架水槽を
合わせた設備を貯水槽とい
い、受水槽から先の水の管
理は、貯水槽の設置者の責
任となっています。
日頃の管理を怠ると大変
な事故につながることもあ
り ま す の で、 設 置 者 の 方
は、正しく管理を行い、安
全な水の確保に努めてくだ
さい。

26

お支払い は 便 利 な
口座振替 で
市の水道料金は毎月初旬
に検針し、確定した料金を
納付書や口座振替にて、お
支 払 い い た だ い て い ま す。
水道事業所では便利な口座
振替を勧めています。口座
振替の場合、毎月初旬に確
定した水道料金などをその
月の 日（ 日が金融機関
の休業日に当たる場合は翌
26
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みんなで楽しんだ運動会
～玉浦地区民運動会～

イベントや
身近なできごとを
紹介します

5 月 17 日、玉浦小学校で「玉浦地区民運動
会」が開催されました。例年玉浦地区の住民と玉
浦小学校児童の合同運動会で行われ、当日は約
1,000 人が参加しました。
校庭には、お弁当を持って家族総出で応援に駆
け付けた方々や大きな声を出して応援する応援団
の姿が印象的でした。五月晴れの下、玉浦地区民
は運動会を皆で楽しんでいました。

まるばつ

▲親子競技や○×クイズで運動会は
和気あいあいとした雰囲気でした

後世に伝える震災の教訓
～実践的防災のススメ～津波から生き残る～
5 月 17 日、市民会館で津波防災シンポジウム「実践的
防災のススメ～津波から生き残る～」が行われました。
▲井口市長による基調講
このシンポジウムでは井口市長の震災後の岩沼のまちづ
演
くりや、東北大学の佐藤助教による実践的な防災・減災の
講演が行われました。また、多賀城市職員による多賀城市
の「みんなの防災手帳」を全戸配布した取り組みなどが紹介されました。集まった
人たちは自分たちができる減災について興味深そうに話を聞いていました。

取材

～長寿をお祝いしました～

清野

や よ い

彌生さん（101歳）

津谷川 みつさん（100歳）

齋

は る こ

温子さん（104歳）

清野彌生さん（桜第三）が 4 月 18 日に、津谷川みつさん（相の原）が 5 月 6 日に、齋温子さん（桜第五）
が同月 12 日にめでたく誕生日を迎えられ、
市から敬老祝金が贈られました。これからも元気でお過ごしください。

～白寿をお祝いしました～

齋

らんさん（99歳）

小野

きくさん（99歳）

齋らんさん（林二）が 4 月 25 日に、小野きくさん（林二）が 5 月 12 日にめでたく 99 歳を迎えられ、
市から敬老祝金が贈られました。齋さんはお刺身を食べることとお風呂に入ることが大好きとのことで、小
野さんは毎日よく眠ることが元気の秘訣だそうです。これからも元気でお過ごしください。
広報いわぬま2014.6月号
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4 月 16 日、東日本大震災において被災者の支援活動を
行った団体に贈られる厚生労働大臣感謝状の伝達式が市役
所で行われ、岩沼市医師会（森学武会長）と岩沼歯科医師
会（遠藤裕三会長）の２団体に感謝状が贈呈されました。
震災直後に医師・歯科医師を派遣するなど、積極的な医
療保健活動を行った功績に対し授与されたもので、両会長
は「今回の活動を教訓に、万が一の際はより迅速に対応し
ていきたい」と感想を述べました。

医師会の遠藤会長（左端）

～厚生労働大臣感謝状伝達式～

◀岩沼市医師会の森会長
（右端）
と岩沼歯科

震災時保健医療活動に感謝状

友好都市での交流を通して
～第15回ドーバー市訪問団報告会～

▲息の合ったダンスを披露する団員たち。団員たちの絆が
感じられました

5 月 11 日、総合体育館会議室で「第 15 回中学生海外
派遣事業ドーバー市訪問団報告会」が行われました。
団員たちは、日本の文化や震災についてドーバー市の中
学校で発表したことや、ホストファミリーと過ごした時間
について話し、とても貴重な体験だったと振り返りました。
また、報告会の最後には、訪問中お世話になった方々に
披露するため何度も練習したという AKB48 の『恋するフ
ォーチュンクッキー』を踊り、会場を盛り上げました。

一日も早い復興を願って
～逢えてよかったね友だちプロジェクト
－音楽はいつも心にやさしい－
小原孝・弾き語りフォーユーピアノコンサート～

▲被災地の復興を願い、ピアノを演奏する小原さん

▲「友だちプロジェクト合唱団・岩沼」の皆さん
と小原さんで『逢えてよかったね』を歌い上げ
ました

15
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5 月 10 日、市民会館中ホールで、ピアニストの小原孝さんと友だ
ちプロジェクト合唱団による復興支援コンサートが行われました。
小原さんは、コンサートのほか東日本大震災で被災し、楽器が流
されて音楽活動を続けられない人や音楽教室に通えない子どもたち
のために、被災地へピアノをプレゼントするなどの支援活動にも取
り組んでいます。震災発生から間もない平成 23 年 6 月にも岩沼市
で復興支援コンサートが行われました。今回のコンサートもご厚意
により、被災された皆さんを元気づけ、一日も早い復興を成し遂げ
られるようにとの思いから開催されました。
子どもから年配の方まで約 230 名の来場者で会場があふれる中、
『花は咲く』などの曲が演奏され、最後は、いわぬま児童合唱団やベ
ーテル病院作業所の皆さんなどによる「友だちプロジェクト合唱団・
岩沼」と一緒にご自身が作詞・作曲された『逢えてよかったね』を
歌いました。
「音楽を通して支援をしてもらっていることに感激した」
、
「会場の皆で合唱して一つになれた」などの声が多数寄せられました。
小原さんはコンサート前、岩沼の復興の様子をご自身の目で見た
いと市内を回り、「以前に訪れた時よりも岩沼市が復興していると
実感した。引き続き音楽活動を通して、被災地の皆さんの心の復興
を応援します」と話していました。

▶今月のグリーンピア情報

今月のグリーンピア情報

～里山でこころとからだのリフレッシュ～

森のプール「初めて水泳教室」
失敗しない、つらくない。
水中でのバランスのとり方、足の運び方、水泳の基
礎練習など、まずは水に慣れることが目標です。
日時／毎週木曜日 6月19日・26日・7月3日・
10日・17日（全5回） 15時～16時
定員／20名
対象者／運動制限のない水泳初心者の方
受講料／2,500円
申込期間／6月2日㈪～16日㈪
※定員になり次第、受付終了と
なります。お申し込みは受講
料を添えて、グリーンピア岩
沼へ直接お越しください。

ヒメボタル観察会
森をすみかとする陸生のヒメボタル。準絶滅
危惧種のヒメボタルの保護に取り組む市民活動
団体「グリーンピア森の散策会」主催で観察会
を行います。
日時／6月29日㈰・7月4日㈮・5日㈯ 20時～
集合／食彩館ひまわり前 定員／各20名
※参加無料ですが申し込みが必要です。（舗装
された散策路を歩きます。ホタル保護のため
観察会以外は公開しません）

里山散策日
●グリーンピア森の散策会

6月4日㈬ ピアサンの日（里山保護活動）
6月11日㈬・27日㈮ 定例散策
◆いずれも10時～12時 ◆食彩館ひまわり前集合

●森のサポーター

6月22日㈰ 定例散策会（会員によるガイド）
◆10時～12時
◆食彩館ひまわり前集合
◆参加料100円

●ノルディックウォークいわぬま

6月9日㈪ ノルディックウオーキング体験会
◆10時～12時
◆スポーツハウス棟（体育館）窓口前集合
◆持ち物は、水分補給用飲み物・手袋・帽子・滑りにくい底の運動靴です。
両手が使えるようにしてください
※無料貸し出しポールあります。

申込・問／グリーンピア岩沼

25-5122
☎ 25-5177 （月～金：9時～17時）

私たちは toto 助成を
受けています。

総合体育館6月行事予定
1 日㈰（メイン・サブ） 春季バレーボール（一般男女、兼仙南）大会

15 日㈰（メイン） 第 38 回岩沼市武道大会（剣道）

7 日㈯
（メイン） 岩沼市中学校総合体育大会 バレーボール
（サブ）
岩沼市中学校総合体育大会 卓球

21 日㈯（メイン） ナイスハートふれあいのスポーツ広場 岩沼大会

8 日㈰ 市民開放デー

16 日㈪・30 日㈪

22 日㈰（メイン） さくら幼稚園

親子体操

施設設備点検・修繕日

陸上競技場6月行事予定
2 日㈪（予備日4日㈬） 県会員春季グラウンド・ゴルフ大会

17 日㈫（予備日18日㈬） 岩沼中学校

7 日㈯

岩沼市中学校総合体育大会 サッカー

21 日㈯（予備日24日㈫） 岩沼市中学校 陸上競技大会

8 日㈰

全国小学生交流陸上競技大会（宮城予選会） 22 日㈰

12 日㈭（予備日16日㈪） 議長杯グラウンド・ゴルフ大会

校内記録会

レッツいわぬまスポーツネット
岩沼キッズ（U-10）サッカー交流大会

※詳しくは、当館発行の行事予定表、または岩沼市のホームページをご覧ください。
問／総合体育館 ☎ 24-4831
広報いわぬま2014.6月号
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市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお寄せくだ
さい。原稿は掲載希望月の前月1日までに内容と連絡先を明記し
て 〒989-2480 桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
（ 22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。

総合南東北病院「生活習慣病セミナー」

①「糖尿病教室～見てさわって体験してみよう～」
日時／6月12日㈭ 14時～15時
②「つらーい肩の痛み～予防体操～」
「最新の褥瘡（床ずれ）ケアについて」
日時／6月26日㈭ 14時～15時
場所／①、②ともに総合南東北病院 中央棟1階 売店前
問／総合南東北病院（☎23-3151）
※予約不要です。お気軽にご参加ください。


ロコモティブシンドロームを予防しよう！！

日時／6月10日㈫ 10時～11時30分
場所／NPO法人やまぼうし 岩沼市桜5丁目11-3（★住所
が変わりました） 対象／介護認定を受けていない65歳
以上の方（他市町村からの避難者可）
内容／講話・骨密度測定・簡単な体操など
参加費／500円 募集人数／10名
申込・問／大友・髙橋（☎23-2672）


第21回岩沼ギターサークルアミーゴ 定期演奏会（入場無料）

日時／6月15日㈰ 14時～16時 場所／市民会館 大ホール
演奏曲目／上を向いて歩こう、銀河鉄道999、高校3年生、
ほか多数 問／村上（☎23-5447）


わくわくおやこフェスティバル2014（入場無料）

日時／6月8日㈰ 10時30分オープン！
場所／市民会館 中ホール
主催／わくわくおやこフェスティバル実行委員会
内容／遊びのワークショップあそびっこ、ドキドキ科学遊び、
人形劇、地域福祉団体のお店、その他楽しい企画がたくさん
問／岩沼おやこ劇場 木村（ 080-1812-4361）
※赤ちゃんから大人までどなたでも参加できます。


あなたの心に寄りそう

傾聴サロン

被災された方や一般の方。悩みを聞いてほしいなど、心
の内を話しに来ませんか。
日時／6月18日㈬ 毎月第3水曜日 10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
問／NPO法人仙台傾聴会 森山（ 090-6253-5640）
※無料。要予約。


岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会を開催します

生活習慣病が気になる皆さん、食改員と一緒においしい
健康料理をつくり、食生活を見直しませんか。
日時／6月9日㈪ 10時～13時頃
場所／保健センター 2階 調理室 参加費／300円
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
募集人数／20名程度（先着順、別日程もあり）
締切／6月5日㈭ 申込・問／佐藤（☎・ 23-3533）


チャリティー

第6回

舞踊発表会（入場無料）

日時／6月15日㈰ 12時開場、12時30分開演
場所／市民会館 中ホール
主催／吉村流若草会 問／今野（☎22-1424）


岩沼航空少年団

団員募集

入団資格／団員：市内または近郊にお住まいの小学1年生
以上の方 幹部団員：大学生以上の方
入団費／2,000円 年会費／12,000円
（団員）
、
6,000円
（幹部団員）
活動内容／航空に関する施設見学、規律訓練（集団行動）、
合宿訓練（1泊2日 夏実施）、スポーツ観戦、もちつき
等のレクリエーション（活動日：原則月1回）
申込・問／事務局 齋 東一（ 090-5358-9779）


空手道秀練会

会員募集（見学自由）

日時／毎週火・木曜日19時～21時。毎週土曜日14時～17時
場所／火・木曜日は旧勤労者青少年ホーム。土曜日は岩沼
西小体育館
対象／小学生以上の男女。大人、壮年の方もOKです
会費／月2,500円 問／村上（☎23-5447）


一緒に和太鼓を叩いて汗を流しましょう！！

〇潮騒太鼓メンバー募集（一般）
日時／第1木曜日、第2月曜日、第3木曜日 19時～
練習場所／市民会館 リハーサル室
〇子供クラブ募集（小学3年生以上）
日時／第4月曜日 19時～ 練習場所／市民会館 リハーサル室
問／森（ 090-9638-1191）
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朝日山探鳥会（参加費無料）

日にち／6月22日㈰ 場所／朝日山公園
集合場所・時間／朝日山公園第一広場駐車場に9時集合
解散時間／11時30分ごろ
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）
、筆記用具
問／赤津（☎23-2106）
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。


里山ハイキングの参加者募集

日にち／6月15日㈰（雨天中止）
コース／高舘～志賀高原（約4時間のコース）
参加費／500円 対象者／小学生以上の健康な市民
申 込 ／FAXで、氏名、住所、電話番号、年齢を明記の上、
6月8日㈰まで要申込。申込者へは後日ハガキで連絡します
実施／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
問／及川（☎・ 24-4090）
、最上（☎・ 35-7227）


「ソフトバレーボール大会」 参加チーム募集

日時／7月20日㈰ 9時～ 場所／市民体育センター
主催／岩沼市バレーボール協会
種目／男女混合の部・女子の部・小学生の部
参加資格／オープン大会（登録不問） 参加費／各3,000円
申込用紙など／体育センター・総合体育館に準備
申込・問／岩沼市バレーボール協会（ 090-2970-0239）


「初めての篠笛」募集（全6回）

日時／6月10日、17日、24日、7月1日、8日、15日
（いずれも火曜日）10時～12時 場所／西公民館
参加費／12,000円（笛とテキスト代10,000円込み）
募集人数／12名 締切／6月7日㈯
講師／篠笛山口流 名取 山口芙蓉
申込・問／山口（ 090-2975-9293）


岩沼ママ集合！お子様つれOK！ニコマムフィットネス

日時／6月15日㈰ 10時30分～12時（開場10時10分）
場所／グリーンピア岩沼 体育館
内容／10時30分～11時 ひめトレ（定員30名）
11時5分～11時50分 エアロビクス（定員30名）
参加費／1レッスン500円（施設使用料込み）
主催／ニコマム岩沼
申込・問／関本、金森（ 080-9633-6660
nicomam
sennan@yahoo.co.jp）


BDFを利用した環境改善

活動スタッフ募集

毎月1回目の資源収集日の午前に廃食用油を回収し、軽
油代替燃料（通称BDF）などのリサイクル活動や遊休農地
に景観作物などを栽培する活動をしています。25年度は1
年間で13,087ℓ（ドラム缶65本相当）を回収し、再利用
する活動を行いました。
活動スタッフ、回収拠点となっていただける方、BDFを
利用していただける方を募集します。
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクル協議会 事務局
島津（ 090-7796-7958）


岩沼・楊名時健康太極拳協会

会員募集

日時・場所／火曜日 市民会館中ホール 9時30分～12時
木曜日 北部地区老人憩の家 19時～21時
会費／月2,000円。どちらに参加しても同じです（週2回
参加できます。
）
指導／松浦 申込・問／玉田
（☎22-1478）
、加藤
（☎24-2340）


みんなで歌う第九の会

団員募集

募集期間／6月1日㈰～7月20日㈰ 募集人数／150名
応募資格／小学生以上の男女 参加費／10,000円
申込・問／市民会館（☎23-3450）
、上野（ 090-94263547）
、武田（ 090-5849-6799）


岩沼少年剣道錬成会

会員募集

稽古日時／毎週月、水、土 18時～20時
場所／市民体育センター
会費／入会費1,000円（スポーツ保険など）
月会費2,500円、中学生500円
申込・問／川口（ 090-3980-3500）※入会時竹刀プレゼント有り。


あぶくま剣友会

会員募集

日時・場所／毎週月・水曜日 18時30分～20時30分 岩沼小学校体育館
第2・第4土曜日 18時～20時 玉浦小学校体育館
対象／幼児・小学生・中学生
申込・問／酒井（ 090-4479-4311）
・新古堂（☎22-2238）

6
人

権

月 の 相 談
人権に関すること

内線643
9日㈪ 9:00～16:00
さわやか市政推進課 「6月1日人権擁護委員の日」に伴う特設人権相談所開設
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

行

政

内線643
さわやか市政推進課

国や県に対する苦情・要望
3日㈫・17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

市 民 活 動

市民活動に関すること

内線643
さわやか市政推進課

☎35-7205
市民活動サポートセンター
内線642・644
さわやか市政推進課

消 費 生 活
内線323
商工観光課

税

内線243
税務課

務

5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

平日・土曜9:00～21:00（水曜は休館）
休日・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）
※専門相談員対応20日㈮ 13:30～16:30

消費生活に関すること
毎週月・水・金（祝日は除く）
9:00～15:00 ※9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）
※9日㈪、17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

● 1日㈰ ㈲藤正施設

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
23日㈪ 10:00～15:00〔20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）

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
27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）の生活など
指定相談支援事業所

平日 9:00～17:00 電話予約
①ぱれっと
☎24-1712
☎36-8578
②県南ありのまま舎
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

子

育

平日 8:30～17:15
市役所3階社会福祉課

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 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

24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

年 学校・家庭生活・異性問題や交友関係など
育

不登校・いじめなど

☎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）

●市・県民税（第1期） ●国民健康保険税（第2期） ●介護保険料（第2期）
●下水道事業受益者負担金（第1期）

納期限／6月30日㈪

あるまちの市役所情報

☎24-3209

12時20分/18時30分

● 7日㈯ ㈲ウオーテックヤオヤ ☎22-2417

6月の主な番組

● 8日㈰ フライ設備

☎24-0886

2

月 6月1日～7日は水道週間です

16 月 健康診査のご案内

●14日㈯ ㈲シンコウ設備工業 ☎24-0431

6

金 健康いきいきチェック

20 金 総合体育館インフォメーション

9

岩沼市職員採用試験（上級・
月 中級）、岩沼市オリジナル切
手を発売

●15日㈰ ㈱高橋工業

☎25-4088

●21日㈯ ㈱小野配管

☎22-2860

●22日㈰ ㈲南設備工業所 ☎22-4253
●28日㈯ 相原水道工業所 ☎22-0346
●29日㈰ ㈲及川水道工業所 ☎22-4507
休日ごみ処理施設開所日

11 水 図書館インフォメーション
グリーンピア
13 金
インフォメーション

児童手当現況届、臨時福祉給
23 月 付金・子育て世帯臨時特例給
付金申請を受け付けます
27 金 市民会館インフォメーション
尾花沢市花笠まつり踊り手募
30 月 集、尾花沢市と岩沼市の小学
生交流参加者募集

日時／6月1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／①②☎022-384-5355 ③☎37-4611
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6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。

（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）

保 健 行

事

母子健康手帳
BCG接種
3カ月児健康診査

健康診査

1歳8カ月児健康診査
2歳6カ月児歯科健康診査

赤ちゃんホットライン
（電話相談）
すくすく教室
相

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

月

7/17

木

6/10
7/15

火

者

受付時間
9:00～16:30

5～8カ月に達するまで

10:30～11:00

H26.2月生

①13:10～13:30
②14:10～14:30

H26.3月生

ちびっこ相談

6/11
7/16
6/12
7/17
6/26
7/24

水
木
木

H24.10月生
H24.11月生
H23.12月生

13:00～13:30

H24.1月生
H22.12月生
H23.1月生

月・水・金 乳幼児を持つ親
（休日を除く）☎22-2754
6/11
7/16
6/12
7/18

水

9:00～16:00

H26.1月生

9:30～ 9:50

H26.2月生

木 乳幼児を持つ親
金（計測は11:30で終了）

9:30～10:00

H25.6月とH25.7月生の子と親（家族でも
1歳からの離乳食完了期教室 7/25 金 可）先着25組（7/1㈫から要電話予約）

ママの相談

座

ことばの相談
成人保健相談

月のお知らせ

6

心の健康相談
診療時間
9:00～12:00 13:00～17:00

6/16

象

講

 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

対

月・水・金
妊婦
（休日を除く）

・

※宮城県こども夜間安心コール

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


月  日 曜

※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。

3歳6カ月児健康診査
○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。

問／健康増進課（☎内線 347〜349）

接種
予防

1日㈰
森川こどもクリニック ☎25-2711
8日㈰
岩沼泌尿器科クリニック
☎29-2945
15日㈰
☎24-2100
本郷医院
22日㈰
総合南東北病院
☎23-3151
29日㈰
佐藤医院
（旧森川医院）☎22-2848

実施場所／保健センター
交付

診療時間
9:00～12:00 14:00～17:00

9:15～ 9:30

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等が
来所相談は電話
心配な方

随時

予約制です

食事、運動など、生活習慣について（ 心 の 健 康 相 談
相談希望の方、減量や禁煙希望の方 は一週間前まで

6/16

月

6/25

イライラする、眠れない、認知症 事前予約）
など心の悩みのある方やその家族
水
場所／市役所
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。
●健康相談は、随時電話でお受けします。（保健センター☎22-2754）

相談

1日㈰
黒田歯科クリニック（名取）
☎022-383-3888 実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所
（☎22-2188）
佐藤歯科・矯正歯科医院（亘理）
対象／思春期の方、家族、関係者
ひきこもり・
☎33-0355
6/11
水
電話予約が必要です
思春期こころの相談
8日㈰
☎22-2666
高藤歯科医院
電話にて匿名でできます
エイズ相談
月〜金
15日㈰
（休日を除く） 電話、直接面接の相談です
性感染症相談
歯科クリニック守（名取）
☎022-382-8677
6/7
土
HIV
菊地歯科医院（山元） ☎33-8960
HIV/クラミジア/梅毒検査
22日㈰
6/3
遠藤歯科医院
☎24-2598
電話予約が必要です
肝炎ウイルス検査
・
火
29日㈰
（HBS抗原、HCV抗体）
6/17
なとり駅前歯科クリニック（名取）
骨髄バンク登録
☎022-382-3343
小島歯科医院
☎22-6480

検査
登録

問／①②岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ ☎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 ☎24-1358）

22日㈰
㈱ヨーク・ベニマル岩沼西店
10:00～11:45
13:00～16:30
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犬猫情報

子育て支援

問／健康増進課（☎内線345）

行事（実施場所）

実施日時

対

象

内

①親子ふれあい広場

6／16㈪ 乳幼児とその
10:00～11:30 家族

②ふるさとサロン

6／18㈬ 北海道・東北の
ふるさとトーク
10:00～11:30 パパママ

（北児童センター）

（岩沼みなみプラザ集会室）

容

○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

※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）

6月のお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

市民図書館からのお知らせ
今月の特集コーナーの紹介

今月の休館日は16日㈪です

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
「2014 FIFAワールドカップ特集」
６月12日㈭に開幕される「FIFAワールドカップ」
に合わせて、
「サッカー」に関する本を展示します。

リバーサイドブラスin2014
6月22日㈰ 13時開場 13時30分開演

○児童書のテーマ
「雨の日ってたのしいね！」
雨の日に関するお勧めの絵本を展示します。

♪入場料

♪会
♪出

場
演

大ホール
岩沼市吹奏楽団・白石市民吹奏楽
槻木ウィンズサークル
全席自由 前売り一般400円
（当日600円）※小学生以下無料

チケットは市民会館で販売中

○岩沼を舞台とした新刊小説の紹介
嶽本野ばら『金脈 The OIL SHOCK!』
主人公は岩沼市北長谷に住む女子高校生。変わ
り者の祖父に両親共々振り回されながらも、同級
生にあこがれ、洋服を愛する平凡な日々。
ある日、祖父が自宅の畑での石油採掘を言い出
し、大騒動が……。
岩沼駅や竹駒神社、そして千貫山や金蛇水神社
などの西部地区を中心とした、岩沼に実在する場所
が登場するエンターテインメント小説です。

「ミュージカル 小野小町」
ワークショップ
6/20㈮ 18時30分開場 19時開演
♪会
♪内

6 月の休館日／ 2 日㈪、9 日㈪、16 日㈪、23 日㈪、27 日㈮、30 日㈪
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

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。

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別
劇団わらび座公演
演奏会 マイタウンコンサートin岩沼 「ミュージカル 小野小町」
7/20㈰ 14時開場
7/5㈯ 13時30分開場
14時30分開演

♪会 場
♪入場料
♪出

演

♪会 場
♪脚 本
♪入場料

大ホール
全席指定

大人3,000円
高校生以下2,000円
仙台フィルハーモニー管弦楽団
指揮：大井 剛史

チケットは下記プレイガイドで販売中

14時開演

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

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・手芸の店まむ（ヨークベニマル岩沼店内）岡
文・藤崎・ローソンチケット（Lコード：26562）

≪プレイガイド≫
岩沼市民会館、藤崎、仙台三越

有料広告を掲載しています
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みやぎジョブカフェ
合同適性試験＆合同企業
説明会
日時／6月2日㈪ 13時～16時
場所／仙台市情報・産業プラザ
（アエル5階、6階）
内容／合同適性試験、企業説明会
対象者／平成27年3月卒業予定者
（ 大 学 院、 大 学、 短 大、 高 専、
専門、専修学校）上記の3年以
内既卒者、若年求職者（39歳
以下）
参加企業／宮城県内に本支店・営
業所がある企業約48社
問／みやぎジョブカフェ中小企業
雇用促進事業室
（☎022-745-0007
http://www.miyagi-jobcafe.jp）

公共職業訓練受講生募集

月のお知らせ

6

早期就職に向けた職業訓練（6
カ月)を実施しています。
募集訓練科名（定員）
〈名取実習場〉
CAD・NCオペレーション科(16)
テクニカルオペレーション科(15)
設備保全技術科(15)
溶接施工科(15)
訓練期間／各6カ月
（9月2日㈫～平成27年3月4日㈬）
受講料／無料
（テキスト代等は自己負担）
募集期間／
6月25日㈬～7月23日㈬
居住地を管轄するハローワーク
（公共職業安定所）を通じて申

し込みください
問／ポリテクセンター宮城訓練課
名取実習場
（☎022-784-2820）

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

男のパン教室

懐かしの味 魚肉ソーセージパ かつおの手こね寿し・揚げ茄子の寒
ン・くるみ入りあんぱん
天寄せ・枝豆豆腐・きゅうりのポ
タージュ

内

容

日

時

場

所

体験加工室

体験加工室

募

集

男性12名（最少催行4名）

大人15名(最少催行5名)

締

切

6月26日㈭

7月2日㈬

2,700円（材料費含む）

2,500円（材料費含む）

只木 満理さん

及川 孝子さん

エプロン・タオル・筆記用具

エプロン・三角巾・筆記用具

参加料
講

魚肉ソーセージのカレー風味パ 夏野菜を使って作る夏らしい料理で
ン、くるみを入れた生地のあん す。身体の体温を下げる食材で暑い
ぱんを作ります。
夏をのりきってはいかがですか。
7月6日㈰

師

持ち物

広報いわぬま2014.6月号

10時～13時

7月12日㈯

10時～13時30分

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。※窓口で直接申込も可能です。電話での受け付けは
しません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。申込者へは後
日ハガキで内容などをお知らせします。
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787
24-4887）

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？

※ 6 月 6 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

●テニス用サンバイザー・帽子（新品同様）
〔無料〕●ホームヘルパー教
材一式（昨年のもの）
〔無料〕●琴〔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
（165Ａ）
、スラックス
（Ｗ75前後）
〔応相談〕
●南こばと幼稚園男児制服・体操着一式
（上下、120cm）
〔無料または格安〕
●ひよこ園男児制服
（上下）
・トレーナー
（100cmまたは110cm）
、
かばん
〔無料〕
●西こばと幼稚園女子制服・体操着半袖長袖
（上下、110～ 130cm）
、通園
かばん
〔応相談〕●ベビーフェンス・ゲート
［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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第３回 漢方茶話会（ランチ付）
日時 ６月２６日（木）ＡＭ１１：００～
場所 カフェ・カーネリアン（逢隈椿山）
参加費 １,０００円
※漢方に興味のある方、是非、ご参加下さい！！
少人数で行います。
子宝・漢方相談

申込締切日 ６月２１日（土）迄。

くすりのおおくま

亘理町逢隈下郡字明神174-2
ＴＥＬ ０２２３－３４－８６６７

9月のお知らせ
6月のお知らせ

平成26年経済センサス基礎
調査・商業統計調査の回答
をお願いします

平成26年経済センサス基礎調
査および商業統計調査が7月1日
を基準日として全国一斉に行われ
ます。この調査は、商店や工場、営
業所、事務所、学校、旅館、学習塾、
病院、寺院など、全ての事業所が対
象となる大規模な調査です。
統計調査の結果は、国や県、市の
これからの行政を考える重要な基
礎資料として活用されます。６月
中旬から調査員が各事業所にお伺
いして調査票を配布しますのでご
回答をお願いします。
総務省・経済産業省・宮城県・岩沼市
問／総務課情報統計係(☎内線514)

国・県などから
電波利用環境保護周知啓発
強化期間

6月1日㈰～10日㈫は「電波利
用環境保護周知啓発強化期間」で
す。不法電波は人命に関わる重要
無線通信を妨害して、私たちの生
活を脅かします。
電波の混信・妨害についてのお
問い合わせは総務省東北総合通信
局相談窓口（☎022-221-0641）
までご連絡ください。

みみサポサロン
聴覚障害をお持ちの方、ご家族、
関係者の方々を対象に、みみサポ
サロンを開催します。
日にち／6月18日㈬
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）２階
※手話通訳・要約筆記（文字通

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

訳）がつきます。
税務署からのお知らせ
内容／
平成26年4月1日から「印紙税
◆「福祉制度を知ろう」
法」が改正されています。
10時30分～12時
１ 「領収証」などの非課税範囲
聴覚障害に関連した福祉制度に
が３万円未満から５万円未満に
ついてお伝えします。皆さんが
拡大されました。
日頃思っていることなどもぜひ
２ 「不動産譲渡契約書」および
お聞かせください。
「建設工事請負契約書」の軽減措
◆みみサポサロン
置が延長されるとともに、適用
13時～14時30分
範囲・軽減額が拡充されました。
ちょっと一息、気軽におしゃべ
詳しくは、国税庁ホームページ
りをしませんか。個別の相談に
（www.nta.go.jp）
をご覧ください。
も応じます。
※9月、12月にも開催を予定して
います。
B型肝炎訴訟 弁護士による
東北一斉無料電話相談
問／みやぎ被災聴覚障害者情報
当弁護団はB型肝炎に感染した
支援センター
（みみサポみやぎ）
患者の方々を救済する目的で結成
（☎022-349-9605
された弁護団です。一人でも多く
022-349-9606
の患者や家族の皆さんにB型肝炎
info@mimisuppo-miyagi.org
訴訟を知ってもらうために一斉無
ホームページ（http://www.
料電話相談を行います。
mimisuppo-miyagi.org/）
日時／6月7日㈯・8日㈰
10時～16時
福祉の職場説明会
無料相談の電話番号／
（☎022-267-4351、
022-267-4352）
日時／6月20日㈮
問／B型肝炎被害対策東北弁護団
11時30分～15時30分
（☎022-266-4664）
場所／仙台市情報・産業プラザ
ネ！ットU アエル5階多目的
ホール
子どもの人権110番
対象／福祉を希望する一般求職
6月23日㈪～29日㈰までの7日
者・3年以内の既卒者・平成27
間を全国一斉「子どもの人権110
年3月卒業予定者
番」強化週間と定め、時間を延長
内容／業務経験者からの講話およ
して相談電話を開設します。
び求人事務所と直接面談
日時／6月23日㈪～27日㈮
参加事業所／福祉関連事業所約
8時30分～19時、
30社
28日㈯・29日㈰10時～17時
※事前申込不要・入場無料。
話番号／フリーダイヤル0120電
問／宮城県福祉人材センター
007-110
（☎022-262-9777）
問／仙台法務局人権擁護部
（☎022-225-5743）
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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６月
保健・福祉
家族介護教室
高齢になると、食材の調達、献
立、調理･･･いろいろ悩みはあり
ませんか。今回は、「低栄養の予
防」についてのセミナーと、「宅
配、ネットスーパーの活用」につ
いての情報提供を行います。ぜひ
ご参加ください。
日時／6月19日㈭
13時30分～15時
場所／北部地区老人憩の家
講師／㈱明治 管理栄養士
吉村 梓氏
定員／20名程度 参加費／無料
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
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター
（☎25-6834）

くらし
月のお知らせ

6

特設人権相談所
6月1日は、昭和24年のこの日
に人権擁護委員法が施行されたこ
とにちなみ「人権擁護委員の日」
になっています。この日を記念し
て人権に関する特設相談所を開設
します。
相談は無料で、相談内容の秘密
は守られます。当日は、電話相談
も受け付けますので、気軽にご相
談ください。
日時／6月9日㈪ 9時～16時
場所／市役所２階市民ホール相談室
（☎内線235）
問／さわやか市政推進課
（市役所6階☎内線643）

交通死亡事故が多発しています
交通安全はみんなの願いです

市内で交通死亡事故が多発して
います。
今年1月～5月3日の間に、
5人の方が犠牲になるという痛ま
しい交通死亡事故が相次いで発生
しています。 昨年中の死者数3人
に比べても2人増加しています。
交差点での無理な進入や運転中
の携帯電話使用、脇見運転は非常
に危険です。ドライバーの皆さん
は十分気を付けて運転しましょう。
また、歩行者や自転車利用者の
皆さん、交通ルールやマナーを
しっかり守り、事故に遭わないよ
う気を付けましょう。
問／生活環境課
（市役所3階☎内線334）

水防工法訓練を行います
台風などの大雨で阿武隈川が急
激に増水し、堤防が決壊すること
を想定して、岩沼・名取両市水防
団による水防工法訓練を行います。
日時／6月29日㈰ 10時～
場所／阿武隈川分水路東側押分地内
※当日は、演習招集訓練のため、
７時にサイレンを鳴らしますの
で、火災や各種警報と間違わない
ように注意願います。
問／消防署警防係（☎22-5171）

学校プール臨時監視補助員
募集（募集10数名）

勤務場所／市内各小・中学校
勤務日／夏休み期間のプール開放日
勤務時間／8時30分～16時30分
時給／710円
応募資格／泳ぐことができる高校
生および大学生ほか（7月6日㈰
の救急救命講習会を受講できる
有料広告を掲載しています
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方で、未成年者の場合は、保護
者の承諾を得られる方）
受付期間／6月2日㈪～13日㈮
（履歴書持参時に面接を行いま
す の で、 平 日 の8時30分 ～17
時においでください）
受付・問／教育委員会教育総務課
（市役所5階☎内線551）

市民活動のための
自主的研修を支援します

市では、
「協働のまちづくり」
や「男女共同参画」を推進するた
め、市民の皆さんが勉強会や研修
会を行う場合に講師やアドバイ
ザーを派遣し、自主的活動をサ
ポートします。
対象者／おおむね10人以上の市
内各種団体、事業者、町内会、
サークルなど
講師／予算の範囲内で内容に応じ
た講師などを派遣します
手続き／研修実施予定日の２カ月
前までさわやか市政推進課へご
相談ください
問／さわやか市政推進課
（☎内線642～644）

クールビズの実施について
市では、地球温暖化対策の一環
として、庁舎などの冷房温度を
28度に設定することとしていま
す。このため、夏季期間（6月～
10月）については、職員が軽装
により職務に当たっていますので
市民の皆さんのご理解とご協力を
お願いします。なお、これまでど
おり、職員は胸に名札（課、職名、
氏名記載）を付けていますので、
気軽に声をお掛けください。

8

5

12

10

鎮魂と記憶
未来への希望

6

～東日本大震災慰霊碑除幕式～

June

東日本大震災慰霊碑が相野釜
地区の千年希望の丘公園内に建
てられ、除幕式が 月 日、同
公園内で行われました。
式には、ご遺族をはじめ慰霊
碑建立検討委員会の皆さん、市
関係者らが出席しました。井口
市 長 が 式 辞 で「 犠 牲 と な っ た
方々のためにも、震災の記憶を
い つ ま で も 心 に 刻 ん で ほ し い。
この慰霊碑を岩沼が千年先まで
発展できるような後世への希望
の 遺 産 と し た い 」 と 述 べ た 後、
被災 地区の代表者ら 人が除
幕、献花し犠牲となられた方々
の冥福を祈りました。
慰霊碑は、中央にある塔が高
さ メートルで、海面からの高
さが津波と同じ メートルです。
人と人とが支えあう形をイメー
ジし、中心に「鎮魂」、「記憶」、
「希望」を意味する鐘が配置さ
れています。また、塔の左側に
は犠牲となられた方々の氏名を
刻んだ刻銘碑が、右側には震災
の記憶を後世へと伝承するため
の記念碑が配置されています。
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岩沼市オリジナルフレーム切手
のご紹介

岩沼市オリジナルフレーム切手は日本郵便株式会社と岩沼
市が共同制作したものです。千年希望の丘や名勝「武隈の松」
などを題材にした切手で、5月30日より販売開始されました。
絵柄は、「千年希望の丘」、
「竹駒神社」
、
「竹駒奴」
、
「馬事
博物館」
、「金蛇水神社花まつり」
、「芭蕉像」、「貞山堀」、「グ
リーンピア岩沼」
、「国名勝『おくのほそ道の風景地』武隈の
松」を題材にした10枚。切手コレクションや遠方の友人・知
人に手紙を送る際に使用してみてはいかがでしょうか。

読みやすさに配慮した
「ユニバーサルデザイン
フォント」を一 部 使 用
しています。

販売価格：1シート（82円切手×10枚） 1,230円（税込）
販売場所：市内郵便局窓口
※部数限定商品となっています。
問／市内郵便局代表：岩沼郵便局 ☎22-2552
市役所政策企画課 ☎22-1111（☎内線525）

人口と世帯

（26年4月末現在）

住民基本台帳人口

〈火災〉

男 21,630人 (+101）

女 22,308人 (+26） 計 43,938人(+127）
転

印刷●今野印刷株式会社

この広報紙は、環境にやさしい再生紙と
植物油インキを使用しています。

出

入 420人
生

29人

火災と救急

転
死

出 296 人

亡

世帯数 16,735世帯（+120）

26 人

（26年4月中）

117件
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5件

建

物 0件

交通事故

車

両 0件

急

病

69件

林
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一般負傷

17件

転

院

22件

そ の 他

4件

火

0件

そ の 他 0件

（ ）前月比

《市のホームページをご覧ください！》
市のさまざまな情報を掲載しています。
URL http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

市内の交通事故件数 （26年4月末現在）

災

4月中

1～4月

前年累計比

17 件

59 件

＋ 5件

亡

0人

4人

＋ 3人

負 傷 者

22 人

78 人

＋11 人

人身事故
死

（岩沼警察署調べ）

《エフエムいわぬまをお聴きください！》

災害時は、エフエムいわぬま（77.9メガヘルツ）から情報をお伝えします。インターネット
でも聴くことができます。「JCBAエフエム岩沼」で検索してください。 問／☎23-5080

