8
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

月 の 相 談
人権に関すること
11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
5日㈫・19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

7日㈭・14日㈭・21日㈭・28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）
※臨時休館日 22日㈮・23日㈯・24日㈰
※専門相談員対応15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 ※11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）
※7日㈭、18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

● 2日㈯ ㈱高橋工業
● 3日㈰ ㈱小野配管
● 9日㈯ ㈲南設備工業所
●10日㈰ 相原水道工業所
●11日㈪ ㈲及川水道工業所
●12日㈫ ㈲布田設備工業所
●13日㈬ ㈱嶺利設備工業所
●14日㈭ ㈲管栄設備
●15日㈮ ㈲森久設備
●16日㈯ ㈲小島設備工業所
●17日㈰ ㈲藤正施設
●23日㈯ ㈲ウオーテックヤオヤ
●24日㈰ フライ設備
●30日㈯ ㈲シンコウ設備工業
●31日㈰ ㈱高橋工業
休日ごみ処理施設開所日

☎25-4088
☎22-2860
☎22-4253
☎22-0346
☎22-4507
☎22-3004
☎22-1451
☎22-4464
☎22-0450
☎35-6447
☎24-3209
☎22-2417
☎24-0886
☎24-0431
☎25-4088
8月はありません

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
25日㈪ 10:00～15:00〔22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
29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
☎24-1712
①ぱれっと
☎36-8578
②県南ありのまま舎
 ☎29-4587
③さんてらす（ひよこ会）

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

26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2期） ●国民健康保険税（第4期） ●介護保険料（第4期）
●後期高齢者医療保険料（第2期）

納期限／9月1日㈪

あるまちの市役所情報
8月の主な番組

12時20分/18時30分

1

金 大きな地震への備え

4

月

社会教育団体の登録を受け付
けます

6

水

Men's、遊びを始めるの会、
第3回岩沼iある絵本発表会

8

金 健康増進課からのお知らせ

11 月

市民バス運行状況のお知らせ
飲酒運転撲滅運動

13 水 いわぬま復興夏まつり

徘徊の恐れのある認知症高齢
者の事前登録について、アロ
15 金
マとハンドケアでリラクゼー
ション
18 月
22 金

第16回ドーバー市訪問団参
加者募集、なかま交流サロン
各課紹介
（さわやか市政推進課）

25 月 派遣職員インタビュー
27 水 東児童館開館について
広報いわぬま2014.8月号

18

8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）

☎22-1311

☎22-1818

※13日㈬・14日㈭・15日㈮は、通常診療ですが
休診の医療機関がありますのでご確認ください。

月のお知らせ

H26.4月生

①13:10～13:30
②14:10～14:30

H26.5月生

9/17
8/21
9/11
8/28
9/25

木
木

H24.12月生
H25.1月生
H24.2月生

13:00～13:30

H24.3月生
H23.2月生
H23.3月生

月・水・金 乳幼児を持つ親
（休日を除く）☎22-2754
9/3
8/7

ちびっこ相談

水

9/4

水

9:00～16:00

H26.3月生

9:30～ 9:50

H26.4月生

木 乳幼児を持つ親
木 (計測は11:30で終了）

9:30～10:00

ことばの相談

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

成人保健相談

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

8/18

月

8/27

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）

実施場所・問／塩釜保健所岩沼支所（☎22-2188）
内

容

ひきこもり・
思春期こころの相談
エイズ相談
性感染症相談

検査

HIV/クラミジア/梅毒検査

肝炎ウイルス検査
（HBS抗原、HCV抗体）

登録

骨髄バンク登録

月

日

8/26

曜

備

考

対象／思春期の方、家族、関係者
火
電話予約が必要です

電話にて匿名でできます
月〜金
（休日を除く） 電話、直接面接の相談です
8/5
・
8/19

火 電話予約が必要です

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）
子育て支援

犬猫情報

火

10:30～11:00

ママの相談

相談

19

8/20

8/6

心の健康相談

15日㈮
㈱ヨーク・ベニマル岩沼西店
10：00～11：45
13：00～16：30
24日㈰
みやぎ生協岩沼店 10：00～11：45
13：00～16：30

9/9

5～8カ月に達するまで

H25.8月とH25.9月生の子と親（家族でも
1歳からの離乳食完了期教室 9/19 金 可）先着25組（9/1(月)から要電話予約）

診療時間
9:00～12:00 13:00～17:00

問／健康増進課（☎内線345）

8/12

1歳8カ月児健康診査

すくすく教室

8

3日㈰
めでしま歯科医院 ☎022-384-1840
☎22-6480
小島歯科医院
10日㈰
☎022-383-8849
ささき歯科
13日㈬
☎22-2666
高藤歯科医院
14日㈭
清水歯科医院 ☎022-384-6338
☎24-4880
南舘歯科医院
15日㈮
☎24-2598
遠藤歯科医院
16日㈯ 通常診療
17日㈰
櫻場デンタルクリニック ☎022-383-8816
☎32-1088
鳥の海歯科医院
24日㈰
大手町歯科クリニック ☎23-4618
31日㈰
おおぬき歯科 ☎022-383-9310
山形歯科クリニック ☎34-2133

水

9:00～16:30

座

 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

9/10

受付時間

講

※宮城県こども夜間安心コール

火

者

・



8/19

象

※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。

赤ちゃんホットライン
（電話相談）

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

対

月・水・金
妊婦
（休日を除く）

母子健康手帳

3歳6カ月児健康診査

相

場所／南東北病院
受付時間／毎日19:00～21:30
診察申込／ 070-6635-9454

月  日 曜

2歳6カ月児歯科健康診査

☎25-6567

○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。

事

3カ月児健康診査
健康診査

☎22-5111

行

BCG接種

☎24-2100
☎23-3151

保 健

問／健康増進課（☎内線 347〜349）

予防
接種

3日㈰
森整形外科クリニック
10日㈰
本郷医院
16日㈯（盆休）
総合南東北病院
17日㈰
石垣記念岩沼中央整形外科
24日㈰
西陵内科
31日㈰
脳外科内科すずきクリニック

実施場所／保健センター
交付

診療時間
9:00～12:00 14:00～17:00

行事（実施場所）

実施日時

対

象

内

容

①親子ふれあい広場

8／28㈭ 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
○子育て相談

②ふるさとサロン

8／27㈬ 関東のパパ・
10:00～11:00 ママ

ふるさとトーク

（勤労者活動センター）

（岩沼みなみプラザ集会室）

※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2・第4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）

8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18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
「平和」
8 月 15 日㈮は、終戦記念日です。これに合
わせ、「平和」をテーマにした本を展示します。
どうぞ、ご利用ください。

岩沼コンサート2014
9/15㈪㈷ 14時 開場

14時30分 開演

♪会
♪出

○児童書のテーマ
「たのしい夏休み」・「平和」
夏休みに合わせて、たのしい夏の絵本や、
「平
和」を考える本を展示します。

場
演

♪入場料

夏休み中の利用について
夏休み中は、市民図書館を利用する方が増えますので、読書
感想文や自由研究などのために本を利用したい方は、早めの利
用をお願いします。
8 月の休館日／ 4 日㈪、11 日㈪、18 日㈪、25 日㈪、29 日㈮
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

大ホール
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
ペアチケット 6,500円
（ペアチケットは市民会館限定）
※当日券は500円増。

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、岡文、手芸の店まむ（ヨークベ
ニマル岩沼店内）、藤崎、ローソンチケット（Ｌ
コード：27753）

いわぬま市民劇団ウィープ第14回定期公演

「ナツヤスミ語辞典」

「私は私のカメラで、真実を映したのでしょう
か？」中学2年生の夏休みを、リアル中学生が演
じます。
「計画は書けません。何が起こるかわか
らない、そんな夏休みにしたいと思ったから。」
あらすじは書けません。何が起こるかわからな
い、そんなドキドキのストーリーだから。

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？
※ 8 月 8 日 ㈮ 8 時 30 分 よ り 電 話 に
て受け付けします。

○譲ります 〔

10/12㈰
10/13㈪㈷

〕は希望価格

●たんす
（10年前購入）
〔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 〔

♪会 場
♪脚 本
♪入場料

〕は希望価格

●西こばと幼稚園女子制服・スカート・セーター
（120cm）
〔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）

①14時開演 ②19時開演
①10時開演 ②14時開演

中ホール
成井 豊
一般前売 1,000円（当日1,300円）
ペアチケット 1,500円
（ペアチケットはローソンチケット限定）
※中学生以下無料。

♪チケット発売は、8月中を予定しています
（詳しくはお問い合わせください）

有料広告を掲載しています

平成26年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験のお知らせ

願書受付期間／8月28日㈭～9月16日㈫ 試験期日／10月30日㈭ 受験案内
広報いわぬま2014.7月号
および申請書類の請求、問い合わせは、岩沼市学校教育課（☎内線562）へ。

20

国・県などから
平成26年度自衛官募集
受付期間
１次試験
（締切必着）
随時募集
8 月中旬～
（9/9 ㈫締切） 
9 月下旬
自衛官候補生
詳細はお問い 詳細はお問い
（男子）
合わせくださ 合わせくださ
い
い
9/25 ㈭～
自衛官候補生

29 ㈪
（女子）
いずれか1 日
指定
8/1 ㈮～

9/9 ㈫ 9/19 ㈮・20 ㈯
いずれか 1 日
一般曹候補生
指定
募集種目

航空学生

月のお知らせ

8

9/23 ㈫㈷

でに納付が困難な方は、お早めに
県税事務所にご相談ください。な
お、第2期分の納期限は12月1日
㈪です。納期限内の納付につい
て、ご協力をお願いします。
問／仙台南県税事務所
課税相談（☎022-248-2962）
納税相談（☎022-248-2963）

岩沼警察署からのお知らせ
5月、6月に連続して市内でひっ
た く り 事 件 が 発 生 し て い ま す。
ひったくりの被害に遭わないよう
に、次の点に注意してください。

防衛大学校学生
推薦
9/5 ㈮～ 9 ㈫ 9/27 ㈯・28 ㈰
総合選抜 9/5 ㈮～ 9 ㈫
9/27 ㈯
9/5 ㈮～
一般前期
11/8 ㈯・9 ㈰

30 ㈫
平成 27 年
平成 27 年
一般後期 1/21 ㈬～
2/28 ㈯

30 ㈮
防衛医科大学校
9/5 ㈮～
医学科学生
11/1 ㈯・2 ㈰

30 ㈫
看護学科学生 9/5 ㈮～
10/18 ㈯
（自衛官コース）
30 ㈫

1.バッグはたすき掛け、手荷物は
歩道側に持つ。
2.遠回りしても安全な道を選ぶ。
3.ながら歩きをしない。
4.自転車のカゴにカバーをつける。
5.後方に気を配る。
犯罪被害に遭った場合、目撃し
た場合は110番通報してください。
問／岩沼警察署（☎0223-22-4341）

※募 集種目により、年齢条件や2
次試験の有無が異なります。詳
しくはお問い合わせください。
問／自衛隊宮城地方協力本部
名取地域事務所
（☎022-383-8752）

平成26年度障害者検診事業
について

個人事業税納期限について
個人事業税の第1期分の納期限
は、9月1日㈪です。納税通知書
は8月15日㈮に発送します。
金融機関、各県税事務所の窓口
での納付のほか、税額が30万円
以下の場合にはコンビニエンスス
トアでの納付もできます。期限ま

身体に障害がある方を対象に、
運動機能を評価し、機能低下の予
防、残存機能の維持・改善を図る
ために、必要な時期に必要な支援
につなぐことを目的として検診を
行います。
日時／5月～10月 第2水曜日・
第4金曜日（定員制・要予約）
対象／身体障害者手帳（肢体不自
由）を所持する18歳以上の方
費用／無料
※検診の結果、精査を行う場合は
保険診療（有料）となります。
申込・問／宮城県リハビリテー

ション支援センター（☎022784-3592
022-784-3593
rehabilicl@pref.miyagi.jp）

平成26年度宮城県総合畜産
共進会開催

日時／9月13日㈯
9時30分～14時30分
場所／みやぎ総合家畜市場
（美里町北浦）
出品頭数／乳用牛の部98頭
肉用牛の部128頭
付帯行事／畜産物および地場産品
の即売、畜産相談コーナーなど
※販売品は午前中に売り切れとな
る場合があります。
問／一般社団法人宮城県畜産協会
経営支援課 担当：芳賀・柴田

（☎022-298-8473
022-2925395）

コミュニケーション麻雀ボランティア
養成講座 受講者募集

たわし大の大きさの牌を使って
誰でも気軽に楽しめる麻雀です。
コミュニケーション麻雀のルー
ルや楽しみ方の他に、導入や指導
の仕方などについても学びます。
日時／９月１日㈪
17時30分～19時30分
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）大会議室
講師／松尾 やよい氏（コミュニ
ケーション麻雀協会）
定員／20名程度
参加費／無料
対象／市内でサロンを運営してい
る人、ボランティア活動をして
いる人、コミュニケーション麻
雀に興味のある人など
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
（☎29-3711
29-3341）

有料広告を掲載しています
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日時／8月27日㈬ 10時～14時45分

場所／勤労者活動センター

対象者／49歳までの独身男

結婚相談会開催 女または結婚適齢者を持つご家族の方 相談時間／1人45分程度 相談料／無料（8月22日㈮ま
広報いわぬま2014.7月号
で要予約） 申込・問／みやぎ青年交流推進センター（☎022-293-4638 平日10時～17時）

9月のお知らせ
8月のお知らせ

くらし
黙とうをお願いします
戦没者のご冥福と世界平和を願
い、黙とうをお願いします。岩沼
市は「非核平和宣言都市」です。
・ 広島原爆の日
8月6日㈬ 8時15分
・ 長崎原爆の日
8月9日㈯ 11時02分
・ 終戦記念日
8月15日㈮ 正午

平成27年岩沼市成人式・
成人式実行委員の募集について

市内に居住されている該当者の
方には、12月に案内状をお送り
します。市外にお住まいの方で、
岩沼市の成人式に参加を希望され
る方はご連絡ください。
また、岩沼市成人式の企画・立
案をする実行委員を募集します。
【成人式日程】
日時／平成27年1月11日㈰
12時30分受付開始
13時30分開式
会場／市民会館 大ホール
該当者／平成6年4月2日～平成7
年4月1日に生まれた方
【実行委員募集要項】
対象／新成人で、企画などに関心
のある方
募集人数／20名程度
（各中学校区5名程度）
募集期限／8月22日㈮
申込方法／電話
問／生涯学習課
（市役所5階☎内線572・573）

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

平成26年全国消費実態調査
にご協力をお願いします

本年9月～11月の３カ月間にわ
たり、全国消費実態調査が実施さ
れます。
対象調査地域：
相の原・桜・中央の一部
この調査は日本の家計の実態を
把握し、政策の基礎資料とする
非常に重要な統計調査です。調
査 し たことは統計以外に使用す
ることはありませんので、安心
してお答えください。
調査員が皆様のお宅に伺いまし
たら、
ぜひご協力をお願いします。
問／総務省・宮城県・岩沼市総務課
情報統計係（☎内線514・517）

みやぎ'14ふるさとCM大賞
作品募集

元気な市町村を応援するために
実施している東日本放送主催の
「みやぎふるさとCM大賞」
。今年
で13回目を迎えたこの企画に応
募して、岩沼市の魅力などを広く
県民の皆さんに紹介してみません
か。テーマは岩沼市の観光、
物産、
伝統、人物、歴史など何でもOK
です。アイデアあふれる作品をお
待ちしています。
募集作品／岩沼市の特徴を表現し
た30秒のCM（未発表のもの）
作品規格／ビデオテープ搬入：
HV規格（HDCAM・HDV）
ビデオデータ搬入：HV（1920
× 1 0 8 0 ） ま た は（ 1 9 2 0 ×
720）サイズのAVI・AVIHD・
MPEG ２・AVCHD・
MPEG4・MOVな ど の 拡 張 子
のファイル。HQのデータは上
記のデータに変換してください
※CD・DVDビデオ・ブルーレイ

での搬入はできません。
※納品時は完成品以外の映像など
を入れないでください。
費用／参加料は無料。作品の制作
費や撮影機材などは各自準備・
負担となりますが、応募者には
薄謝を進呈します
応募方法／9月30日㈫までさわや
か市政推進課に作品を提出して
ください
応募作品の取り扱い／応募作品の
中から1作品を選び、岩沼市推
薦作品として東日本放送に応募
します。
問／さわやか市政推進課
（市役所6階☎内線643）

仙塩広域都市計画見直しに
関する説明会・公聴会の開催

日時／説明会 8月7日㈭ 19時
公聴会 8月20日㈬ 19時
場所／岩沼市役所 １階 大会議室
※素案の内容は宮城県ホームペー
ジ（http://www.pref.miyagi.
jp/soshiki/tosikei）をご覧く
ださい。
※公聴会に関する公述申し出の締
切は、
8月13日㈬までとします。
申し出がない場合は、公聴会を
中止し、その旨を県ホームペー
ジでお知らせします。詳しくは
問い合わせください。
問／復興・都市整備課都市計画係
（市役所4階☎内線424）
宮城県都市計画課
（☎022-211-3134）

新区長の紹介

（平成 26 年 6 月 16 日付）

行政区 下野郷上
氏 名 髙橋 宏一さん

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)

7月1日、平成26年経済センサス（基礎調査および商業統計調査）が全国一斉に行われました。
経済センサスの回答
調査票の記入をしていただきまして、ありがとうございました。ご提出いただいた調査票に基
広報いわぬま2014.7月号
ありがとうございました づいて国が統計を作成し、各種施策などに役立てられます。 問／総務課（☎内線514）

22

８月
保健・福祉
徘徊の恐れのある認知症高
齢者の事前登録について

市では、高齢者が徘徊により万
が一行方不明となった際、捜索な
どの緊急対応がスムーズにできる
よう、徘徊の恐れのある高齢者の
事前登録を受け付けています。
担当のケアマネジャーまたは最
寄りの地域包括支援センターへご
相談ください。
問／介護福祉課高齢者生きがい係
（総合福祉センター内☎24-3016）

家族介護教室

月のお知らせ
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「アロマとハンドケアでリラク
ゼーション」
日 時 ／8月27日 ㈬ 13時30分 ～
15時
場所／玉浦公民館 大会議室
内容／
①講話「アロマの香りで癒しの効用」
②「ハンドケア」介護をする方
もされる方も気持ちと身体の
お手入れ
③「軽体操」でリフレッシュ
講師／健生株式会社 アロマアド
バイザー 熊谷 真智子氏
定員／20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／マリンホーム地域包括
支援センター（☎25-6656）

障害児福祉手当・
特別障害者手当の現況届

障害児福祉手当・特別障害者手
当の受給者は、毎年1回、現況届お
よび所得状況届を提出していただ
くことになっています。この届け

出に基づいて、引き続き受給でき
るかどうかの確認を行います。忘
れずに行ってください。
なお、届け出が無い場合、手当
が支給できなくなる場合がありま
すのでご注意ください。
※該当者には、現況届に必要な書
類を郵送します。
・ 障害児福祉児童手当とは
精神または身体に重度の障害が
あり、在宅で常時介護が必要な
20歳未満の方に対し、その障
害によって生じる特別な負担の
軽減を図る手助けとして支給す
るものです。
・ 特別障害者手当とは
精神または身体に著しく重度の
障害があり、在宅で常時介護
が必要な20歳以上の方に対し、
その障害によって生じる特別な
負担の軽減を図る手助けとして
支給するものです。
受付日時／8月18日㈪～22日㈮
9時～16時
※上記日時に来られない場合はご
連絡ください。
場所／社会福祉課（市役所3階）
問／社会福祉課障害福祉係
（☎内線357）

手話奉仕員養成研修（入門
課程）受講者募集

聴覚障害児者とのコミュニケー
ションを図るため、手話の学習を
したい方を対象に、手話奉仕員養
成研修を岩沼市が宮城県聴覚障害
者協会へ委託し開催します。
入門課程と基礎課程があり、平
成26年度は入門課程の実施とな
ります。
期 間 ／9月3日㈬ ～平 成27年3月
25日㈬

※水 曜日：月3～4回（全20回予
定）
。
※詳しい日程は申し込みの際に日
程表を差し上げます。
時間／19時～21時
場所／勤労者活動センター
（岩沼市三色吉字松150-1）
定員／20名
受講料／無料
※た だし教材費など実費（3千円
程度）が必要です。
対象者／次の①～④を全て満たす
方
①岩沼市に居住または在勤して
いる方
②手話の学習経験のない方
③平 成11年4月1日以前生まれ
の方
④一人で受講できる方
※申 込日現在18歳未満の方は保
護者の承諾が必要です。
締切／8月22日㈮
申込・問／社会福祉課の窓口で申
込書に必要事項を記入の上、お
申し込みください（☎内線357）

看 護 師（非 常 勤 臨 時 職 員）
を募集します

対象・資格／看護師免許を取得し
心身ともに健康な方
業務内容／乳幼児健診、予防接種、
成人保健事業など
勤務時間／月4回、3～4時間程度
勤務場所／岩沼市保健センター
賃金／時給900円
募集人員／若干名
応募方法／予防衛生係に電話連絡
した後、履歴書、看護師免許の
写しを持参してください
問／健康増進課予防衛生係
（☎内線345・346）

有料広告を掲載しています
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シルバー人材センター 市内に居住する60歳以上の健康で就業意欲のある方なら、どなたでも入会できます。
広報いわぬま2014.7月号入会説明会／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
会員募集
センター会議室（岩沼郵便局北隣） 問／岩沼市シルバー人材センター（☎24-6678）

