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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）

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642・644
さわやか市政推進課

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）
※専門相談員相談は18日㈮

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）

28日㈪　10:00～15:00〔20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

身体障害者（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（ 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

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 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）

7月はありません

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
（昼休みの1時間除く）
青少年室・教育相談センター

2 水
介護福祉課からのお知らせ

（寝具洗濯乾燥消毒サービス、
家族介護教室）

4 金 太陽光発電システム設置補助
制度

7 月 狩猟免許取得費用の助成、ハ
ナトピア体験講座

9 水 1歳からの離乳食完了期教室、
はらすまダイエット参加者募集

11 金 市民会館インフォメーション

14 月 図書館インフォメーション

21 月 健康増進課インフォメーション
（高齢受給者証の更新など）

23 水 観光写真展開催

25 金 夕暮れクラシックコンサート、
市職員採用試験（初級）

28 月 「千年希望の丘」の絵本を「絵本読
み聞かせシステム」で閲覧できます

●固定資産税（第2期）　●国民健康保険税（第3期）　●介護保険料（第3期）
●後期高齢者医療保険料（第1期） 納期限／7月31日㈭

休日ごみ処理施設開所日 7月はありません

7月の主な番組

あるまちの市役所情報
12時20分/18時30分

※ 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㈯㈲布田設備工業所 ☎22-3004
● 6日㈰ ㈱嶺利設備工業所 ☎22-1451
●12日㈯㈲管栄設備 ☎22-4464
●13日㈰㈲森久設備 ☎22-0450
●19日㈯㈲小島設備工業所 ☎35-6447
●20日㈰㈲藤正施設 ☎24-3209
●21日㈪ ㈲ウオーテックヤオヤ ☎22-2417
●26日㈯フライ設備 ☎24-0886
●27日㈰㈲シンコウ設備工業 ☎24-0431

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

18日㈰
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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

7/17 木
5～8カ月に達するまで 10:30～11:00

8/19 火

健
康
診
査

3カ月児健康診査
7/15

火
H26.3月生 ①13:10～13:30

②14:10～14:308/12 H26.4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
7/16

水
H24.11月生

13:00～13:30

8/20 H24.12月生

2歳6カ月児歯科健康診査
7/17

木
H24.1月生

8/21 H24.2月生

3歳6カ月児健康診査
7/24

木
H23.1月生

8/28 H23.2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
7/16

水
H26.2月生

 9:30～ 9:50
8/6 H26.3月生

ちびっこ相談
7/18 金 乳幼児を持つ親

（計測は11:30で終了）  9:30～10:00
8/7 木

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

ことばの相談 随時 子どものことばの発音等が
心配な方

成人保健相談 7/28 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 7/22 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／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）

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）

実施場所／保健センター　	問／健康増進課（☎内線 347〜349）

実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所（☎22-2188）
内　　容 月　日 曜 備　　　　　考

相
談

ひきこもり・
思春期こころの相談 7/8 火 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/クラミジア/梅毒検査
7/1
・

7/15
火 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

子
育
て
支
援

行事（実施場所） 実施日時 対　象 内　　容

①親子ふれあい広場
（勤労者活動センター）

7／24㈭
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

②まご孫サロン
（岩沼みなみプラザ集会室）

7／29㈫
10:00～11:30

孫育てをしてい
る祖父母

水遊びの玩具づくり（濡れ
てもいい服装でご参加くだ
さい）

※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）

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）

6日㈰
　安田内科医院 ☎22-2693
13日㈰
　青木神経科内科クリニック
 ☎24-5501
20日㈰
　小島病院 ☎22-2533
21日㈪（海の日）
　緑の里クリニック ☎23-2678
27日㈰
　山本クリニック ☎22-2630

○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。

問／健康増進課（☎内線345）
●11日㈮
　岩沼市役所 10:00～12:00
●27日㈰
　ヨークベニマル岩沼店（藤浪）
 10:00～11:45
 13:00～16:30

診療時間
9:00〜12:00　13:00〜17:00
6日㈰
　島田歯科医院（名取）
 ☎022-383-0763
13日㈰
　いけだ歯科クリニック（名取）
 ☎022-383-6480
　いそだ歯科（亘理） ☎33-0570
20日㈰
　竹の里歯科・矯正歯科クリニック
 ☎23-4120
21日㈪（海の日）
　美田園歯科（名取）
 ☎022-343-8721
　マコト歯科医院（亘理）
 ☎34-5135
27日㈰
　やのめ歯科医院 ☎23-4048

○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開設しています。
場所／南東北病院
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

7
月
の
お
知
ら
せ

7月
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市民図書館からのお知らせ

今月の休館日は21日㈪です

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

劇団わらび座公演
「ミュージカル 小野小町」

♪脚　本　　内館  牧子
♪入場料　　全席指定
 　　大人3,000円
　　　　　　高校生以下2,000円

7／5㈯ 13時30分開場　14時 開演

仙台フィルハーモニー管弦楽団
マイタウンコンサートin岩沼
7／20㈰ 14時 開場　14時30分 開演

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、藤崎、仙台三越

♪出　演

♪入場料

仙台フィルハーモニー管弦楽団
指揮：大井  剛史
全席指定　大人3,000円
　　　　　学生1,500円

チケットは7月1日下記プレイガイドで販売開始
≪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：27753）

岩沼コンサート2014
9／15（月・祝） 14時 開場　14時30分 開演
♪出　演

♪入場料

森  麻季(ソプラノ)、吉田  恭
子(ヴァイオリン)、金子  三勇
士(ピアノ)、三枝  成彰（お話)
全席指定  Ｓ席  3,500円
　　　　  Ａ席  2,500円　

「手づくり絵本教室」参加者募集

7月の休館日／ 7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、31日㈭
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

　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　

「夜～日が落ちた後の涼しい時間～」
　「夜」をテーマに、天体観測や花火など
の本を展示します。

○児童書のテーマ
「空」と「海」
　「空」と「海」に関する絵本をそれぞれ展示
します。

　毎年恒例となっている「手づくり絵本教室」を今年も開催し
ます。『世界でたった 1 つの、自分だけのオリジナル絵本』を 
作ってみませんか。
日時／ 7 月 29 日㈫・30 日㈬・8 月 1 日㈮　10 時～ 12 時
場所／市民図書館　2 階　セミナールーム「千貫」
講師／岩沼よみきかせの会　代表　三浦  美智子さん
対象／市内にお住まいの方（小学校低学年以下は保護者同伴）

絵本は 3 日間で完成しますので、全日程参加できる方となり
ます

定員／ 20 名（先着順）
申込期間／ 7 月 1 日㈫～ 20 日㈰
※材料費として、500 円を添えて、カウンターで申し込んでく

ださい。

　夏休みに合わせて、子ども向け DVD 上映会を開催します。
　ご家族・お友達と一緒に、ぜひお越しください。
日時／ 7 月 26 日㈯　10 時 15 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／「忍たま乱太郎　忍術学園全員出動！の段」
　「うっかりペネロペ」　「ファーブル昆虫記」
※申し込みは不要で、無料です。直接会場へお越しください。

平成 26 年度  第 2 回 DVD 上映会 開催

今月の特集コーナーの紹介

※�ペアチケットＳ席6,500円（2枚1組）市民会館で
のみ販売

7月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

農地の管理を
お願いします

　農業委員会では8月に「農地利用状況調査」を行います。市内の農地（ほ場整備区域の一部の農地を除く）
を見て回ります。定期的に草刈りや手入れを行っていただくなど、適切な管理をしていただくようお願いしま
す。問／農業委員会（☎内線363）
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AM9：00～PM5:00(土日･祝日は休業)

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)

岩沼市中央一丁目５-12(相馬屋さん隣)

TEL
※電話連絡のうえお越しください　

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？

○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

● 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）

※ 7 月 8 日㈫　8 時 30 分より電話に
て受け付けします。

　平成27年度からの子ども・子
育て支援新制度の施行に向けた事
業等の基準条例制定に当たり、市
民の皆さんのご意見を募集しま
す。
　公表方法、公表・意見受付期間
については、7月中旬に市ホーム
ページにてお知らせします。
募集案件／家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準条例
（案）、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関
する基準（案）、保育の必要性
の認定に関する基準（案）、放
課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準（案）

問／子ども福祉課（☎内線392）

　「話すことが好き」「ラジオの仕
事がしてみたい」「ラジオに出て
みたい」そんな元気な小学生を大
募集します。夏休みの思い出づく
りにぜひチャレンジしませんか。
参加対象／市内小学生（個人また
は3人までのグループ）

※7月19日㈯、8月2日㈯の10時
からの説明会に参加できる方。
※保護者の同意が必要。送迎は各
自。応募多数の場合は抽選。
出演番組／JR岩沼駅サテライト
スタジオから生放送『スマイル
ジャンクション』

実施日／7月25日、8月1日、15
日、22日（いずれも金曜日）

16時45分から10分間
申込方法／電話、はがき、ファク
ス、Eメールのほか、JR岩沼駅
サテライトスタジオ、市内公共
施設に設置している申込用紙で
ご応募ください

記入事項／出演希望日（第1・第
2希望）、名前、学校名、学年、
保護者名、住所、電話番号

申込・問／〒989-2464三色吉字
雷神7-1㈱エフエムいわぬま
「キッズパーソナリティー」募
集係（☎23-5080、 23-5084、
radio@fm779.com）

　

テーマ／自由。ただし小学校４年
生以下は児童が観察した結果を
グラフにしたもの

規格／72.8㎝×51.5㎝（B2版）
締切／8月29日㈮�必着
申込・問／宮城県震災復興・企画
部統計課企画普及班（☎022-
211-2451）

　法務省が主唱する“社会を明る
くする運動”は、全ての国民が犯
罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちや非行をした少年たちの更生
について理解を深め、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする
全国的な運動です。
　７月は強調月間として、市内で
の啓発物品の配布や広報車での巡
回など、広報活動が行われます。
問／社会福祉課（☎内線356）

7
月
の
お
知
ら
せ

リサイクル情報コーナー

市の震災対応臨時職員（事
務補助員）を募集します

　対象／市内に住所を有する被災求職者の方　勤務内容／震災関係の補助業務　募集期間／
7月1日㈫～10日㈭　雇用期間／8月1日㈮～平成27年1月31日㈯　人数／1人　勤務形態・日
額・応募方法など詳しくはお問い合わせください。問／商工観光課（☎内線323）

子ども・子育て支援新制度
に係るパブリックコメント

7月は第64回“社会を明るく
する運動”強調月間です

第63回宮城県統計
グラフコンクール作品募集

エフエムいわぬま夏休み　
特別企画キッズパーソナリ
ティー募集

国・県などから
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妥協無き、ラグジュアリーミニバンタイヤ。
高い静粛性、上質な乗り心地を実現しました。

東洋ゴム工業株式会社 仙台工場
〒989-2484 宮城県岩沼市吹上3-5-1

TEL 0223-22-2191 FAX 0223-24-4518

http://www.toyo-rubber.co.jp/

伝統を守り、昔ながらの手作りの香味豊かな逸品を造り続けています。
御土産としてもこの上ない逸品です。

お問い合わせ・お求めは
岩沼市中央3-1-24

（株）相 傳 商 店   
☎0223-22-5000

　国民健康保険に加入の70歳以
上75歳未満の方にお使いいただ
いている高齢受給者証は7月31日
㈭で有効期間が満了となり、8月
1日㈮以降は使用できなくなりま
すので、7�月中に新しい高齢受給
者証を個別に郵送でお届けしま
す。手続きは不要で、今お持ちの
高齢受給者証を返却する必要もあ
りません。
問／健康増進課（☎内線343）

　後期高齢者医療制度の保険証は
8月1日㈮が更新日になっていま
す。新しい保険証は7月中に個別
に郵送でお届けします。今回の更
新に伴い、保険証の色がこれまで
のオレンジ色から緑色に変わりま
す。8月以降に医療機関などを受
診するときは緑色の保険証を忘れ
ずに提示してください。
問／健康増進課（☎内線343）
　宮城県後期高齢者医療広域連合
　（☎�022-266-1021・1026）

　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／7月20日㈰　9時～12時
場所／市消防署　3階�　会議室
募集期間／受講日前日まで
※実技も行いますので動きやすい

服装でお越しください。
※なお5名以上の団体やご家族な
どの開催も随時受付をします。
申込・問／消防署救急救助係
　（☎22-5171）

　今年の8月23日㈯に“いわぬま
復興夏まつり”が開催されます。
あなたも実行委員として夏まつり
を盛り上げてみませんか。当日の
手伝いはもちろんのこと、実行委
員会に参加し、イベントの企画や
出店者の管理などを行います。参
加される方が笑顔になれるような
まつりを作り上げていきましょう。
問／岩沼市商工会（☎22-2526）
　�商工観光課（市役所3階☎内線
322）

①木造住宅耐震診断助成
対象／昭和56年5月31日以前着
工の木造一戸建て住宅

受付戸数／13戸（建築時期と床
面積が分かる資料を持参のこ
と）

自己負担額／8,300円（調査時の
支払いとなりますが、延べ面積
が200㎡を超える場合は別途料
金が加算されます）

②木造住宅耐震改修工事助成　
対象／市が助成する木造住宅耐震
診断により耐震性が基準を満た
さないと判断された住宅

受付戸数／4戸
限度額／450,000円（補助率：
工事費用の1/2）

申込／復興・都市整備課（市役所

4階）に備え付けの申込用紙に
記入の上、提出してください。
（印鑑を持参）
問／復興・都市整備課建築住宅係
（☎内線428・429）

【西部地区】
日時／7月11日㈮
　22時～翌日5時
場所／バイパス（国道4・6号）
より西側

【東部地区】
日時／7月18日㈮
　22時～翌日5時
場所／バイパス（国道4・6号）
より東側
○�消火栓から水を出して水道管の
中にある赤さびなどを取り除く
作業を行います。
○�水圧の低下や赤水が出る可能性
がありますが、断水にはなりま
せん。
○�エコ給湯器は自動で給水を行い
ますので、元栓を閉じていただ
けると安心です。
○�受水槽施設がある建物は、受水
槽の元栓を閉じてください。
問／水道事業所工務係
　（市役所4階☎内線456･458）

７月７月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ7月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

くらし

8月から高齢受給者証が
更新になります

いわぬま復興夏まつり
実行委員 募集中！！

8月から後期高齢者医療制度
の保険証が更新になります

大きな地震への備えを

水道管の清掃作業

普通救命講習会

経済センサスの回答は
お済みですか

　7月1日現在で経済センサス-基礎調査および商業統計調査を行っています。まだ調査票に回答し
ていない場合は、漏れなく回答をお願いします。調査員が事業所にお伺いした際は、必ず「調査員証」
をご確認の上、お渡しください。問／総務課情報統計係（☎内線514）

西部地区

東部地区
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　おおむね65歳以上で寝具の衛
生管理が困難な1人暮らしや寝た
きりの方を対象に「寝具洗濯乾燥
消毒サービス」を実施します。
受付期間／7月1日㈫～11日㈮
対象となる寝具／掛け布団･敷き
布団･毛布各1点ずつ

申込・問／介護福祉課
　（総合福祉センター内☎24-3016）

①「認知症になっても自分らしく
生活するために」
～法律面や生活面で支援する身近
な仕組み～
　権利や財産を守るために活用で
きる制度についてのお話を聞いて
みませんか。
日時／7月11日㈮
　13時30分～15時
場所／北部地区老人憩の家（相の
原一丁目3番49号�）
講師／成年後見センター・リーガ
ルサポート宮城支部

　司法書士　工藤��鮎子
定員／50名
参加費／無料
対象／高齢者を介護している方や
ご本人、介護に関心のある方

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）

②「認知症の介護について」
　認知症の理解や接し方、相談先
など、介護のヒントを学んでみま
せんか。

日時／7月29日㈫　10時～12時
場所／たけくま集会所（たけくま
一丁目8番3号）

講師／グループホームなんてん岩
沼　管理者　田浦��美喜

対象／高齢者を介護している方や
介護に関心のある方

参加費／無料
申込締切／7月22日㈫
申込・問／岩沼西地域包括支援セ
ンター（☎36-7266）

　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。健康な食
生活のために役立ててみません
か。
日時／7月25日㈮
　9時30分～11時30分
　（受付9時15分～）
場所／市保健センター
内容／歯科衛生士と管理栄養士の
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6月と7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／健康増進課予防衛生係
（市役所3階☎内線345・346）

　平成26年10月1日から乳幼児
等医療費助成制度の通院助成の対
象を9歳到達年度の末日までに拡
大します。これにより乳幼児等医
療費助成制度の対象年齢は次のと
おりとなります。

●通院	0歳～9歳到達年度の末日
※新たに7歳～9歳の方が対象に
なります。
●入院	0歳～15歳到達年度の末日
　今回の拡大により新たに対象と
なる方の受給者証は、申請により
交付しますので、7月中旬に送付
する「乳幼児等医療費受給者証交
付申請のご案内」に従い申請して
ください。なお、この申請による
受給者証の交付は、9月下旬を予
定していますが、保護者等の所得
額により交付できない場合もあり
ます。
問／健康増進課保険給付係
　（☎内線343･344）

　インターネットを活用した生活
習慣改善プログラムで、今年こそ
「はら・スマートに」なりません
か。働き盛りのあなたの挑戦をお
待ちしています。
対象／肥満を予防・改善したいお
おむね75歳以下の市民。イン
ターネットが利用できる方

内容／専用ウェブサイト上の指導
者によるサポートのもと、「3
カ月間で体重5%減」を目指し
生活習慣改善に取り組みます

定員／25名（先着順）
募集期間／8月29日㈮まで
※定員になりしだい募集終了。
その他／準備物として、デジタル
体重計・歩数計・インターネッ
トに繋がるパソコンまたはタブ
レットが必要です。詳しくは申
し込みの際ご説明します

申込・問／健康増進課健康対策係
（☎内線347）

７月７月

7
月
の
お
知
ら
せ

保健・福祉
寝具洗濯乾燥消毒サービス
を実施します

家族介護者教室

1歳からの離乳食完了期教室

「はらすまダイエット」で
減量に挑戦！参加者大募集

乳幼児等医療費助成制度の
通院助成の対象者を拡大しま
す
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