
19	 広報いわぬま2014.9月号 広報いわぬま2014.9月号	 18

有
料
広
告
を
掲
載
し
て
い
ま
す

市民図書館からのお知らせ

今月の休館日は22日㈪です

チケットは下記プレイガイドで販売中

9月の休館日／ 1 日㈪、8 日㈪、15 日㈪、22 日㈪、26 日㈮、29 日㈪
図書館のホームページアドレス／ http://www.iwanumashilib.jp/

10/18㈯ 13時30分開場　14時開演
♪会　場
♪出　演
♪入場料

大ホール
自衛隊音楽隊
無料。全席自由（要整理券）

陸上自衛隊東北方面音楽隊
岩沼ふれあいコンサート

※整理券は市民会館にて9月16日㈫配布開始。

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」
10/12㈰ 　①14時開演 ②19時開演 

♪会　場
♪入場料

中ホール　♪脚　本　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。

10/13㈪㈷ 　①10時開演 ②14時開演

チケットは市民会館、ローソンチケットで販売中

9/15㈪㈷ 14時開場　
14時30分開演

≪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）

♪会　場
♪出　演

♪入場料

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
※ペアチケットは完売しました。
※当日券は500円増。

岩沼コンサート2014

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

第 47回宮城県立船岡支援学校
文化祭～無限～開催のお知らせ

日時／10月4日㈯　9時30分～14時25分　場所／宮城県立船岡支援学校（柴
田町船岡二丁目3番1号）※駐車場あり。　内容／ステージ発表（劇、音楽発表）
や作品展示・販売など　問／宮城県立船岡支援学校（☎0224-54-2213）

10/25㈯ 16時開場　16時30分開演
♪会　場
♪入場料

中ホール　♪出　演　Rake
無料（要申込）

※入場申込は9月1日㈪より、ニュースプロモーションで受付開始
　（お一人様2枚まで）。
申込／☎022-266-7555（平日11時～18時）

Rake	TOUR2014	～Around	The	HOME～

　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

「美容～おしゃれなあなたへ～」
　夏にダメージを受けたお肌をいたわって、男
性も女性もおしゃれを楽しむ時代です。関連す
る本を集めましたので、ご利用ください。

○児童書のテーマ
「お月見」・「ともだち」
　お月さまがきれいに見える季節になりまし
た。「月」や「ともだち」に関する絵本を展示
しますので、ご利用ください。

　読み聞かせの実演を交えながら、本作りに込められた熱い思
いをお話しいただきます。
日時／ 10 月 8 日㈬　10 時 30 分～正午
場所／市民図書館　2 階セミナールーム「阿武隈」
講師／井上 みほ子氏（『ちびくろさんぼ』や『としょかんねずみ』
　を出版している児童書専門の出版社「瑞雲舎」の代表取締役）
参加費／資料代 300 円（当日受付にて支払い）
定員／ 80 名（定員に達し次第締め切り）
申込期間／ 9 月 2 日㈫～ 30 日㈫（電話または市民図書館カ
ウ　ンターで直接お申し込みください）
共催／読み聞かせボランティアネットワーク・岩沼

読み聞かせボランティア・ステップアップ講座
「絵本の力を信じて～作り手として、伝え手として～」

今月の特集コーナーの紹介
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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
●たんす（10年前購入）〔無料〕　●ゴルフクラブセット（バッグ付）〔格安〕
●電子ピアノ〔無料〕　●紺ブレザー・チェックズボン（男性用・Ｍ）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕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）

※ 9 月 5 日㈮　8 時 30 分より電話に
て受け付けします。

　　　　　
　

　仙台法務局および宮城県人権
擁護委員連合会では、9月8日㈪
～14日㈰までの7日間、全国一斉

「高齢者・障害者の人権あんしん
相談」強化週間を実施します。
　高齢者や障害者に対する暴行・
虐待や家族間での問題など、さま
ざまな人権問題について、開設時間
を延長して人権擁護委員が電話相
談に応じます。相談は無料で、予約
は不要です。秘密は固く守ります。
日時／
　●9月8日㈪～12日㈮
　　8時30分～19時
　●9月13日㈯、14日㈰　
　　10時～17時
電話番号／0570-003-110（ナビ

ダイヤル）
問／仙台法務局　人権擁護部
　（☎022-225-5743）

日時／10月5日㈰　10時～15時
場所／イオンモール富谷★、イオ

ンモール利府、イオン船岡店、
イオン古川店、イオンスーパー
センター栗原志波姫店、イオン
モール石巻★、イオンタウン佐
沼、イオン気仙沼店、イオンモー
ル名取★

※ ★印の会場では、弁護士による
法律相談もお受けします。（事
前予約制。予約の受付電話は9
月24日㈬～10月2日㈭　法テ
ラス宮城☎050-3383-5538）
内容／不動産、会社法人の登記申

請に関する相談、戸籍に関する

相談、供託に関する相談および
近隣トラブルなどの人権に関す
る相談

その他／相談は無料。予約可（予
約がなくても相談できます）。
法務局職員、公証人、人権擁護
委員、司法書士および土地家屋
調査士が相談に応じます。予
約、詳細は問い合わせ先まで

問／仙台法務局　民事行政調査官室
　（☎022-225-5720）

　障害の有無や年代に関わらず、
さまざまな立場の人たちが触れ合
い、お互いを理解できる社会を目
指し開催します。
日時／9月6日㈯　10時～13時
場所／市民会館・中央公民館
内容／福祉作文表彰、福祉団体紹

介、野菜などの販売、自主作品、
子どもの遊び場など

主催／ふれあいの広場実行委員会
共催／岩沼市
問／岩沼市社会福祉協議会
　（☎29-3711）

日時／9月7日 ㈰　10時 ～15時
30分（入場は15時まで）

主なイベント／
　・太陽系をつきぬけろ！
　・ホンモノにふれてみよう！
　・○×やさしい宇宙クイズなど
※ 詳しくは、ホームページをご覧

ください。
問／角田宇宙センター
　（☎0224-68-3111）

　自分の得意分野で活動したい方
や、ボランティアに興味のある方
は、ぜひご応募ください。
場所／宮城県立がんセンター（名

取市愛島塩手字野田山47-1）
内容／患者さん用帽子作成、受付補

助、移動図書、ガーデニングなど
日時／平日8時30分～15時の時

間帯で、週1回2時間程度
募集締切／9月30日㈫
申込・問／前田、阿部（☎022-

384-3151内線187）

　

9
月
の
お
知
ら
せ

リサイクル情報コーナー

ゆずり
あい

普通救命講習会を
開催します

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。日時／9月21日㈰
9時～12時　場所／岩沼市消防署　3階会議室　申込・問／消防署救急救助係（☎22-5171）
※再講習可。動きやすい服装でお越しください。5名以上の団体、ご家族などの開催も随時受付します。

国・県などから
「全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

「全国一斉！法務局休日相談所」
を開設します

ふれあいの広場を開催します
～出会い　ふれあい　支え合い～ 宮城県立がんセンター

病院ボランティア募集

角田宇宙センター　
特別公開
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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　
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問／みやぎ被災聴覚障害者情報支
援センター（みみサポみやぎ）

　（☎022-349-9605　
　 022-349-9606
　 info@mimisuppo-miyagi.org
　　 http://www.mimisuppo-

miyagi.org/）

　宮城県では東日本大震災の被害
などを踏まえ、今後の海岸保全の
基本方針と施策について示す「海
岸保全基本計画」の変更を検討し
ています。あなたのご意見をお寄
せください。
説明会の内容／
　仙台湾沿岸海岸保全基本計画　
日時／9月12日㈮　13時30分～
場所／宮城県自治会館
資料の公表・意見募集／県庁、各

市町情報公開コーナー、ホーム
ページなどで9月30日㈫まで

問／県河川課（☎022-211-3177
　 http://www.pref.miyagi.jp/

soshiki/kasen/）

内容／
　①合同適性試験（事前予約可）
　②合同企業説明会（予約不要）
　 （他に職場見学訪問ツアー、各

種セミナーも用意）
対象／平成27年3月大学等卒業予

定者(既卒3年までの方を含む)、
若年求職者（39歳以下）

※ 当日は学生証・運転免許証など
をご持参ください。

日時・場所／9月24日㈬　
　①10時30分～12時30分、
　16時50分～18時30分

　（10時から受付）アエル6階
　セミナールーム2
　②13時30分～16時30分
　（13時から受付）アエル5階
　多目的ホール
参加企業／宮城県内に本支店・営

業所などのある企業約50社
費用／無料
問／みやぎジョブカフェ（中小企

業雇用促進支援事業室）
　（☎022-745-0007
　http://www.miyagi-jobcafe.jp）

　 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構
（JICA）では、JICAボランティ
ア秋募集「体験談&説明会」を開
催します。概要説明、体験発表会、
応募相談、質疑応答、応募資料の
配布などを行います。
　地元出身のボランティア経験者
の体験談も聞けますので、お気軽
にご参加ください。
説明会日時／
　●9月28日㈰
　　10時～12時30分
　●10月1日㈬
　　19時～21時
　●10月18日㈯
　　19時～21時
場所／アエル6階　ネ！ットUセ

ミナールーム（JR仙台駅より
ペデストリアンデッキ直結徒歩
2分）

※ 予約不要、入場無料、入退場自由。
問／JICA東北（☎022-223-4772
　 http://www.jica.go.jp/tohoku/

index.html）

　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）

　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／9月30日㈫
場所／総合福祉センター（ あい

プラザ）2階
※ 手話通訳者、要約筆記（文字通

訳）がつきます。
①応急手当講習
時間／10時30分～12時
　岩沼市消防本部の協力により、
災害時はもちろん、普段の生活の
中でも役立つ応急手当てを学ぶミ
ニ講習を開催します。
②みみサポサロン・相談コーナー
時間／13時～14時30分
　ちょっと一息、気軽におしゃべ
りをしませんか。個別の相談にも
応じます。
※ 12月にも開催を予定しています。

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

国・県などから

平成 26年度秋期有害鳥
予察捕獲実施のお知らせ

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。皆さまのご理解とご協力をお願いします。日時／9月5日㈮　午前5時～日没
区域／市街地を除く市内全域　問／農政課（市役所3階☎内線315）

平成26年全国消費実態調査
にご協力をお願いします

みみサポサロンのご案内

海岸保全基本計画の変更（案）に
関する説明会および意見募集

みやぎジョブカフェ
「合同適性試験＆合同企業説明会」

JICAボランティア
平成26年度秋募集
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　「健
けん

口
こう

生活！～おいしく食べて
楽しく話そう～」
内容／・誤

ご

嚥
え ん

性
せ い

肺炎について
　　　・お口のお手入れの大切さ
　　　・楽しく健口体操
日時／9月10日㈬　13時30分～

15時
場所／玉浦公民館　大会議室
講師／健生株式会社　歯科衛生士

佐藤 美智子氏
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
定員／20名　参加費／無料
申込・問／マリンホーム地域包括

支援センター（☎25-6656）

　健幸体操で目指そう！生涯現役！
今の元気をいつまでも。お馴染み
の滝口先生のご指導で、楽しく、
笑いながら筋肉を鍛えましょう。
皆さんの参加をお待ちしています。
日時／10月3日㈮　10時～12時
場所／ハナトピア岩沼　研修室
講師／健康運動指導士　滝口 義光氏
対象／市内の65歳以上の方また

は関心のある方（参加無料）
申込締切／9月29日㈪
申込・問／岩沼西地域包括支援セ

ンター（☎36-7266）

　「乳幼児」「心身障害者」「母
子・父子家庭」の各医療費助成
受給者証の有効期限は9月末日と
なっており、10月1日㈬以降は使

用できなくなりますのでご注意く
ださい。
　更新の手続きは不要で、継続助
成となった方には新しい「受給者
証」を、所得制限超過の方には「停
止通知書」を、それぞれ9月下旬
に郵送します。有効期限が過ぎた
受給者証は市役所に返していただ
く必要はありません。
　転入などで所得の確認ができな
い方は課税証明書などを提出して
いただく場合があります。その場
合は事前に連絡をします。
　まだ登録申請をしていない方、
加入保険や住所などに変更がある
方は、健康増進課で手続きをして
ください。
問／健康増進課　保険給付係
　（市役所3階☎内線344）

　10月1日㈬から小学3年生まで
通院助成が拡大になります。郵送
した拡大のお知らせにより申請し
ていただいた方については、上記
同様「受給者証」または「停止通
知書」を9月下旬に郵送します。
　また、この受給者証は申請によ
り交付しますので、お知らせが届
いた方や転入された方で申請がお
済みでない方は申請をしてくださ
い。なお、所得制限により交付で
きない場合があります。
問／健康増進課　保険給付係
　（☎内線344）

　今年度50歳になる方を対象に
頭部MRI･MRA、頸部MRAのMR検
査による脳検診を実施しています。

受診通知書が届いている方は、お
早めに指定医療機関に予約をお願
いします。
対象者／50歳の市民
検診期間／10月31日㈮まで
個人負担金／7,000円
検診場所／総合南東北病院
申込・問／健康増進課（☎内線346）

　今年度から40歳と50歳の方を
対象として実施しています。歯周
病は、口腔だけにとどまらず脳梗
塞や糖尿病など身体にも影響があ
ることが分かってきています。こ
の機会にぜひ検診を受けてくださ
い。
対象者／40歳・50歳の市民
検診期間／9月1日㈪～10月31日㈮
個人負担金／500円
検診場所／市内指定医療機関 
申込・問／健康増進課（☎内線346）
 

　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。
日時／平成27年1月11日㈰
　12時30分受付開始
　13時30分開式
場所／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
問／生涯学習課
　（市役所5階☎内線572・573）

９月９月

9
月
の
お
知
ら
せ

保健・福祉

くらし

家族介護教室

10月から国民健康保険「被保
険者証」が更新となります

現在お持ちの「被保険者証」の有効期限は9月30日㈫までです。10月1日㈬以降は使用
できなくなりますので、9月下旬に新しい「被保険者証」を送付します。なお、現在お持
ちの「被保険者証」を返却する必要はありません。問／健康増進課（☎内線343・344）

介護予防教室 通院助成拡大分の受給者証
の交付

歯周疾患検診を受診しましょう

平成27年岩沼市成人式

医療費助成受給者証の更新
脳検診を受診しましょう
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