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第10回岩沼市児童・生徒科学技術作品展

理科大好きフェスティバルの開催

日時／ 10 月 17 日㈯ 8 時 30 分～ 12 時
場所／岩沼南小学校体育館
（駐車場は岩沼南小学校校庭）
内容／企業や学校による理科教室
（おもしろい理科実験 10 ブース）
参加／幼児・小・中学生とその保護者
（入場無料・参加記念品あり）
※第 10 回岩沼市児童・生徒科学技術作品展の入賞作品も展示。

日時 ／ 10月7日㈬～16日㈮（12日㈪は除く）
10 時～ 19 時（ただし日曜日は 17 時まで。
最終日は 12 時まで）
場所／市民図書館 2 階展示スペース
内容／理科の自由研究や工作
見学／入場無料で自由に見学できます
問／教育委員会学校教育課（☎内線 562）

平成28年度 私立幼稚園

園児募集

願書配布／ 10 月 1 日㈭～
願書受付／ 11 月 1 日㈰ 9 時～
入園資格／①平成 24 年 4 月 2 日以降に生まれた 3 歳児
②平成 23 年 4 月 2 日以降に生まれた 4 歳児
③平成 22 年 4 月 2 日以降に生まれた 5 歳児（若干名）
※月謝経費などは各幼稚園にお問い合わせください。
問／岩沼西こばと幼稚園（☎ 22-5166）
、岩沼南こばと幼稚園（☎ 22-5548）
岩沼さくら幼稚園（☎ 22-3244）、岩沼こばと幼稚園（☎ 22-5088）

平成27年度

母子・父子家庭等特別相談実施日程について

母子・父子家庭が抱える生活上の諸課題解決のため、無料の弁護士相談を実施します。（事前予約必要）
相談センター名

場所・電話番号

宮城県母子・
父子福祉センター

仙台市宮城野区
安養寺三丁目 7-3
☎ 022-256-6512

実施年月日
平成 27 年 10 月 15 日㈭
平成 27 年 11 月 19 日㈭
平成 27 年 12 月 17 日㈭
平成 28 年 1 月 21 日㈭
平成 28 年 2 月 18 日㈭
平成 28 年 3 月 17 日㈭

森本
宮腰
及森
村上
齋藤
阿部

弁護士名
裕己（モリモト ユウキ）
英洋（ミヤコシ ヒデヒロ）
善弘（オイモリ ヨシヒロ）
敏郎（ムラカミ トシオ）
拓生（サイトウ タクオ）
潔（アベ キヨシ）

相談時間

10 時～ 12 時

上記以外にも、災害援助法の適用により、平成 23 年 3 月 11 日に宮城県内に住居があった方は、仙台弁護士会や日本司法
支援センター（法テラス）
による無料法律相談も受けることができます。

仙台弁護士会による無料法律相談
相談センター名
仙台弁護士会法律相談センター
県南法律相談センター

場所・電話番号
仙台市青葉区一番町 2-9-18
仙台弁護士会館 1 階
☎ 022-223-2383
大河原町字町 91
☎ 0224-52-5898

相談日
毎週 月～金曜日
毎週 土曜日（要予約）
毎週 月・木曜日 ( 夜間 )( 要予約 )

相談時間
10 時～ 15 時
9 時 30 分～ 12 時
17 時 30 分～ 19 時 30 分

毎週 火・木曜日

10 時～ 15 時 30 分

※ 12 時～ 13 時は受付休止。詳細は仙台弁護士会ウェブサイトで確認できます。
仙台弁護士会ウェブサイト（http://www.senben.org/）

日本司法支援センター（法テラス）
による無料法律相談
相談センター名
法テラス宮城
法テラス山元

場所・電話番号
仙台市青葉区一番町 3-6-1 一番町平和ビル 6 階
☎ 050-3383-5538
山元町浅生原字日向 13-1 中央公民館東側
☎ 050-3383-0213

相談日
毎週 月～金曜日（要予約）
毎週 月・水～金曜日

相談時間
10 時～ 12 時
13 時～ 16 時

※詳細は法テラスウェブサイトで確認できます。
法テラスみやぎウェブサイト（http://www.houterasu.or.jp/miyagi/index.html）
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岩沼警察署からのお知らせ

問・相談窓口／岩沼警察署（☎ 22-4341）

Ⅰ 特殊詐欺撲滅のために！ ～巧妙な手口に注意～
 平成 26 年中、岩沼警察署管内では、特殊詐欺の被害が 10 件発生し、
被害額は約 4,000 万円となっています。
 犯人の主な手口は、
「会社の金を使い込んだ」
、
「還付金の返還がある」
、
「個人情報が流出している」など
の不審電話をかけ、振り込みだけでなく現金を小包で送らせたり、自宅付近で現金を手渡す手交型の被
害も報告されています。また、1 件当たりの被害額が少額化しているのが最近の傾向といえます。
 宮城県全体でも、平成 26 年中は、特殊詐欺の被害が 225 件発生し、被害額は約 10 億 990 万円となり、
今年も前年を上回るペースで被害が発生しています。
 被害に遭わないために、「孫・息子・電話番号が変わった・風邪を引いた・仕事で失敗した・会社の
金・必ず儲かる・警察・弁護士・示談金・上司・競馬情報・パチンコ・アダルトサイト」などの言葉を
含む内容の不審電話は、詐欺の可能性が大きいので、警察や家族に相談や確認を行い、被害を未然に防
ぎましょう。
Ⅱ 自転車の盗難被害防止！ ～ツーロックで盗難防止を～
平成 26 年中、宮城県内では自転車盗被害が 3,688 件発生しています。
 岩沼警察署管内でも自転車盗被害が 244 件発生し、刑法犯認知件数の約 20％を占めており、依然と
して高い水準で発生がみられます。
 特に自転車の盗難は、身近な犯罪としてゲートウェイ犯罪と言われ、行為者の「これは悪いことだ」
という意識が低下し、より重大な犯罪へと手を染めてしまう契機となる犯罪とされています。
自宅に駐輪する場合でも、油断することなく鍵を 2 個以上かけるツーロックを心掛けてください。
Ⅲ 安全・安心まちづくりのために
平穏な社会生活を送ることは、市民全ての願いです。
市民一人ひとりが犯罪のない安全で安心して暮らせるまちをつくるために、犯罪行為をしないことは
もちろんですが、他人に迷惑を掛けず、地域住民の絆を大切にしながら生活してください。
10 月 11 日㈰～ 20 日㈫の 10 日間、全国地域安全運動が実施されます。この機会にもう一度、「安全・
安心まちづくり」について考えてみましょう。

宝くじのコミュニティ助成事業
亀塚団地町内会が宝くじの助成金で
備品を整備しました

宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業
収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を
活用し、亀塚団地町内会（高橋茂会長）がコミュニティ
活動に係る備品として、会議用テーブルや折りたたみ椅
子などを整備しました。
亀塚団地内の集会所を活用し、地域の交流親睦を充実
させるために有効に活用されています。
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平成 28 年度分の募集をします
一般財団法人自治総合センターでは、宝
くじ事業の社会貢献広報を目的に、町内会
や地域自主防災組織など、地域に密着し活
動している団体への助成事業を実施してい
ます。
申請を希望する団体は、10 月 15 日㈭
までにさわやか市政推進課にご連絡くださ
い。各助成事業の概要などを説明します。
○助成事業の例
※一 般コミュニティ助成事業、コミュニ
ティセンター助成事業、地域防災組織育
成助成事業など
※詳細は、一般財団法人自治総合センター
のホームページ内「コミュニティ助成事
業」の実施要綱をご覧ください。
問／さわやか市政推進課（☎内線 643）

