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８月は児童扶養手当現況届と特別児
童扶養手当所得状況届の提出月で
す。忘れずに提出しましょう

　法律により毎年１回、児童扶養手当受給者は現
況届を、特別児童扶養手当受給者は所得状況届を
提出する必要があります。これらの届け出は、８
月から引き続き手当を受けられるかどうかを確認
するための大切な手続きです。届け出を行わない
と手当を支給できなくなります。対象者には、必
要書類などを記載した通知書が郵送されています
ので、日程を確認の上、忘れずに届け出を行って
ください。

○ご注意ください！
　同居している世帯員に変更があった場合や、住
所変更があった場合などは、現況届の前に変更届
の提出が必要になります。また、所得制限額を超
過している場合や事実婚状態にある場合などの不
適正な受給がある場合は、過払い額を返還する必
要があります。

里の杜あそび場　
（NPO法人冒険あそび場）

　平成25年7月より、被災者支援の一環として、
子どもたちの遊び場づくり「里の杜あそび場」が
スタートしました。現在、大学生ボランティアや、
岩沼あそび場の会、個人ボランティアなどの協力
を得て、実施しています。
　スタッフやボランティアの方々と子どもたちが
のびのびと楽しく遊んでいます。申し込みは不要
です。お気軽に遊びに来てください。ボランティ
アも募集しています。子どもたちと遊ぶことが大
好きな方、大歓迎です。

日時／毎月第2、第4水曜日　14時～16時30分 
第4日曜日　10時～16時（雨天決行）
場所／里の杜中央公園
対象／どなたでも可。手作りブランコや木工作業

など、自由に遊びます。帽子、水分補給できる
ものを持参してください。
問／被災者生活支援室（☎内線752）
　　子ども福祉課（☎内線394）

来たれ！遊び大好き男子！

Men’s、遊びを始めるの会
　子育て支援センターと生涯学習課が、男性
のための「遊びの講座」を開催します。バ
ルーンアートやおもちゃドクターの技を身に
付けてみませんか。
　昔、夢中になった気持ちを思い出して、ぜ
ひご参加ください。
日時／8月21日㈭　9時30分～12時15分
場所／南部地区総合福祉プラザ
　　　（岩沼みなみプラザ）
内容／バルーンアート、おもちゃを治すおも

ちゃドクターの活動について
対象／子どもの遊びを支援する活動に興味の

ある男性20名程度
申込締切／8月18日㈪

絵本作家になるチャンス！？

第 3回岩沼ｉある絵本発表会
　岩沼ｉある絵本発表会では、岩沼みなみプラザ内

「絵本読み聞かせ支援システム」で使用する手作り
絵本を募集します。
　これはどなたでも参加できる手づくり絵本の“発
表会”です。乳幼児や児童の健全育成にふさわし
い、親しみのある作品をお待ちしています。この機
会に、自分オリジナルの絵本を作ってみてはいかが
ですか。詳しくは、市ホームページや岩沼みなみプ
ラザに掲載する応募要項をご覧ください。
期間／7月22日㈫～9月22日㈪
部門／①一般部門（親子合作含む）
　　　②中学生以下部門
内容／6～50ページにおさまるもの
副賞／図書券2,000円分・ご自身の作品を収録し

たＣＤ－Ｒ
申込・問／子育て支援センター（☎ 36-8762）

○受付日
日時／ 8 月 18 日㈪  9 時～ 17 時 15 分
　8 月 19 日㈫  9 時～ 19 時
場所／市役所１階　大会議室
問／子ども福祉課（☎内線 396）

▶子育てインフォメーション
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岩沼市中学校
陸上競技大会結果

岩沼市中学校
水泳大会結果

　6 月 21日、陸上競技場で岩沼市中学校陸上競技大
会が開催されました。大会の結果は以下のとおりです。
（記録は 1位のみ、氏名は 2位までを掲載。敬称略）
★は大会新記録　☆は大会タイ記録

7月 1日、グリーンピア岩沼の森のプールで岩沼市中学校
水泳大会が開催されました。大会の結果は以下のとおりです。
（記録は 1位のみ、氏名は 2位までを掲載。敬称略）
◎は県大会出場（標準記録突破）

� 順�位
種�目

1位 2位
氏名 記録 氏名

50ｍ自由形 ◎植田 甲太郎（岩沼西） 29秒5 　熊本 育生（岩沼北）
100ｍ背泳ぎ 　佐藤 岳杜（玉浦） 1分28秒5
100ｍ平泳ぎ ◎植田 甲太郎（岩沼西） 1分20秒2 ◎佐藤 岳杜（玉浦）
200ｍ平泳ぎ 　加藤 綾人（岩沼北） 3分37秒3
200ｍ個人メドレー ◎熊本 育生（岩沼北） 2分58秒5

【 男 子 】

� 順�位
種�目

1位 2位
氏名 記録 氏名

50ｍ自由形 ◎佐藤 海帆（岩沼西） 31秒7 ◎荻原 舞那穂（岩沼）
100�ｍ自由形 ◎荻原 舞那穂（岩沼） 1分11秒2
100�ｍ背泳ぎ ◎高橋 海音（玉浦） 1分29秒0
100�ｍ平泳ぎ ◎高橋 海音（玉浦） 1分38秒7 　太田 遥（岩沼）
200ｍ個人メドレー ◎佐藤 海帆（岩沼西） 2分49秒7

【 女 子 】

男子１位 男子２位 女子１位 女子２位
氏名 記録 氏名 氏名 記録 氏名

1年100ｍ 郷内 翔（岩沼） 12秒5 森 勇樹（岩沼） 佐藤 愛海（岩沼西） 14秒5 木戸浦 花音（岩沼）
2年100ｍ 長橋 知也（岩沼北） 12秒8 白岩 修弥（岩沼西） 菅原 渚（岩沼北） 14秒1 櫻井 未夢（玉浦）
3年100ｍ 早坂 龍弥（岩沼） 12秒5 小林 将希（岩沼西） 山本 優夏（玉浦） 14秒2 山田 真由（岩沼北）
共通200ｍ 白岩 修弥（岩沼西） 26秒8 石田 陽也（岩沼北） 高橋 涼楓（岩沼西） 30秒3 小菅 優菜（岩沼西）
共通400ｍ 森田 慧（岩沼） 58秒7 佐藤 賀哉（玉浦）
共通800ｍ 松田 優太（岩沼北） 2分23秒2 三條 響生（岩沼西） 金本 梨沙（岩沼） 2分39秒4 和田 祥子（岩沼西）
1年1.500ｍ 堀越 漠矢（岩沼北） 5分02秒6 中道 一紗（岩沼） 佐々木 舞美（岩沼） ★5分21秒1 橘内 伶奈（岩沼西）
2、3年1,500ｍ 鯨岡 大和（玉浦） 4分28秒4 島津 謙介（岩沼西） 瀧澤 水希乃（岩沼） 5分03秒7 伊藤 佳菜（玉浦）
3000m 黒川 眞平（岩沼） 9分57秒8 阿部 匠馬（岩沼北）
100ｍハードル 山田 真由（岩沼北） 18秒8 佐藤 あみ（岩沼北）
110ｍハードル 前原 匠海（岩沼西） 19秒8 岡崎 諒太（岩沼北）
走高跳び 齋藤 悠（玉浦） ☆1m71 佐藤 賀哉（玉浦） 加藤 愛梨（岩沼西） 1m35 鈴木 夏美（岩沼）
走幅跳び 森 京介（岩沼） 5m25 渡邉 壱冴（玉浦） 清野 まりん（岩沼西） 4m52 櫻井 未夢（玉浦）
砲丸投げ 佐藤 一真（岩沼西） 8m43 佐々田 一歩（玉浦） 宗片 美月（岩沼北） 7m56 大村 あいり（岩沼西）
共通四種 伊藤 功貴（岩沼北） 1484点
低学年400ｍ
リレー 岩沼北 50秒3 岩沼西 岩沼西 58秒5 玉浦

高学年400ｍ
リレー 岩沼 48秒5 玉浦 岩沼 56秒5 岩沼北

▶岩沼市中学校陸上競技大会・水泳大会結果
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