10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19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
「食欲の秋」
おいしい食べ物や、作り方の本を特集します。
○児童書のテーマ
「ハロウィンのおばけ」
・
「収穫の秋」
「ハロウィン」に関する本や「収穫の秋」にぴっ
たりの絵本を展示しています。

岩沼コンサート2015
ル・ヴェルヴェッツコンサート
10/17㈯ 14時開場 14時30分開演
♪会
♪出

10月の催し物のお知らせ
○一般向けＤＶＤ上映会 「人生、いろどり」
日時／10月3日㈯ 14時～16時
主演／吉行 和子、富司 純子、中尾 ミエ
○一般向け講演会「岩沼の歴史・文化を再発見！」
日時／10月17日㈯ 10時～11時30分
○読み聞かせボランティア研修会
「
『こどものとも』
ができるまで」
日時／10月29日㈭ 10時～12時
問／市民図書館
10 月の休館日／ 5 日㈪、12 日㈪、19 日㈪、26 日㈪、30 日㈮
市民図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

※10月6日㈫ 8時30分より電話にて受け
付けします。
○譲ります 〔

ゆずり
あい

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、
藤崎、
ローソン
チケット
（Lコード：23846）

いわぬま市民劇団ウィープ第15回定期公演
「変・シーン！～明日がダメでも明後日があるさ～」

10/24㈯
10/25㈰

①14時30分開演 ②19時開演
①10時30分開演 ②14時30分開演

中ホール ♪脚 本 なりたもえこ
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(要整理券、整理券は市民会館
にて配布中)。
チケットは市民会館、
ローソンチケットで販売中
けんみん1000円コンサートin岩沼
井上陽介カルテットJAZZ LIVE"GOOD TIME"

〕は希望価格

●竹製のものさし
（1m）
〔応相談〕
●亘理高校男子制服一式
（185㎝、
2～3カ月使
用）
〔応相談〕
●温水ルームヒーター
（10年前購入）
〔応相談〕
●クラシックギター
〔応
相談〕
●書道道具一式
〔応相談〕
○譲ってください 〔

大ホール
ル・ヴェルヴェッツ（ヴォーカル）、
三枝 成彰（お話）
♪入場料 全席指定
一般前売S席4,500円／A席3,500円
ペアチケットS席8,500円【限定60枚】
※ペアチケットは市民会館限定。当日は各500円増。

♪会 場
♪入場料

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？

場
演

〕は希望価格

●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）

11/29㈰

14時30分開場

15時開演

♪入場料 一般前売1,000円（当日1,200円）
♪出 演 井上 陽介（ベース）、萩原 亮（ギター）、
秋田 慎治（ピアノ）
、
江藤 良人（ドラムス）
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、藤崎、東京エレクト
ロンホール宮城、ローソンチケット（Lコード：24435）

有料広告を掲載しています

10月19日㈪～25日㈰は
「行政相談週間」
です

総務省では、行政相談制度の利用をより一層促進するため、この一週間を「行政相談週間」と定め、
全国一斉に各種の行事を実施します。行政相談は、国の仕事やサービス、
各種制度の手続きなどに
広報いわぬま2015.9月号
関し、相談に応じ、解決の促進を図るものです。 問／東北管区行政評価局（☎022-262-7840）
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「住まいの復興給付金」
申請相談会（予約不要・無料）

住まいの復興給付金は、東日本
大震災で被災した住宅（借家を除
く）の所有者が、消費税率８％引
き上げ（平成26年4月１日）以降
に、住宅を建築・購入、または補
修（工事費が税抜100万円以上）
し、その後居住する場合に、消費
税増税分相当(最大約90万円（建
築・購入時））の給付が受けられ
る制度です。
日時／10月26日㈪ 10時～16時
場所／玉浦公民館 大会議室
相談内容／給付の可否、申請書の
記入方法、必要書類など
※申請書の提出はできません。
問／住まいの復興給付金事務局
（☎0120-250-460 ホームペ
ージhttp://fukko-kyufu.jp）

調停相談会（無料）

月のお知らせ

10

日時／10月17日㈯ 10時～17時
会場／エル・パーク仙台
受付相談内容／家事問題（婚姻関
係、遺産相続関係など）、民事
問題（金銭貸借、雇用関係など）
問／仙台地方裁判所事務局総務課
（☎022-222-6115）

結婚相談会（無料）
日時／10月28日㈬ 10時～16時
場所／勤労者活動センター
対象者／49歳までの独身男女ま
たは結婚適齢者を持つご家族
相談時間／1人45分程度
※10月23日㈮まで要予約。
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）

宮城県立視覚支援学校
「学校公開」のお知らせ

視覚支援学校の教育内容を一般
の方にもご理解いただくために、
毎年実施しています。
日時／10月15日㈭ 10時～15時
場所／宮城県立視覚支援学校
内容／公開授業、全盲・弱視体験など
問／視覚支援教育相談センター
（ ☎022-234-6333
022234-7974
soudan@miyagimogakko.myswan.ne.jp）

岩沼臨空工業団地
合同採用説明会

日時／10月20日㈫
13時30分～16時30分
場所／竹駒神社参集殿
対象企業／岩沼臨空工業団地内に
所在する企業
求職者／希望の時間にご来場ください
問／岩沼市商工会（☎22-2526）

売上向上セミナー2015（無料）
日時／11月10日㈫ 10時～17時
会場／白石市文化体育活動センター
（ホワイトキューブ）
定員／30人
受講料／無料
講師 ／（一社）城西コンサルティ
ンググループ 中小企業診断士
坪田 誠治氏・野田一臣氏
申込締切／10月30日㈮
申込・問／宮城県よろず支援拠点
（☎022-225-8751

022-2658009 ホームページ http://
www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp）

住民主体の地域支え合い活動
と事業の立ち上げ支援講座

地域高齢者などの見守りやサロ
ンなどの「支え合い活動」を、住民

自らが立ち上げ、住民が主役の地
域コミュニティづくりを支援する
ことを目的に講座を開催します。
日時／10月9日㈮ 13時～
16時30分（受付12時30分～）
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2階 大会議室
対象／どなたでも受講いただけます
受講料／無料
後援／岩沼市
主催／特定非営利活動法人全国コミ
ュニティライフサポートセンター
問／岩沼市社会福祉協議会
（☎29-3711）

PCBを含有している電気機器
を使用または保管していない
か点検を行ってください
PCBを 含 む 電 気 機 器（ ト ラ ン
ス、コンデンサ、家庭用を除く照
明用安定器など）を使用または保
管しているときはPCB特別措置
法に基づき届出が必要です。
使用中の電気機器を点検するに
あたっては、接触等により感電の
恐れがあり非常に危険ですので、
電気設備を管理している電気主任
技術者等にご相談ください。
PCB含 有 の 有 無 は、 機 器 メ ー
カーや中間貯蔵・環境安全事業㈱
（JESCO）のホームページで判別
することができます。
問／塩釜保健所岩沼支所
環境廃棄物班（☎22-6295）

みちのく・みやぎ矯正展
（入場無料）

日時／11月1日㈰ 9時～15時
場所／宮城刑務所
内容／矯正行政の広報、刑務所作
業製品展示・即売、こども刑務
官写真撮影、各種イベントなど
問／宮城刑務所（☎022-286-3111）

有料広告を掲載しています
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10月1日㈭～7日㈬ 遺言、任意後見、離婚（養育費や慰謝料など）や金銭・土地建物の貸借、不動産の売買などの大切な契
約は、法務大臣が任命した法律の専門家である公証人が作成した公正証書にしておくことをお勧め
広報いわぬま2015.9月号
は
「公証週間」
です します。詳しくは、お近くの公証人役場へご相談ください。 問／仙台法務局（☎022-225-5718）

10月のお知らせ
9月のお知らせ 問い合わせは、岩沼市役所
問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・
（☎22-1111・ 24-0897）
24-0897）
へ
へ

くらし

国・県などから

工事に伴う市民バス運行経路
変更について

この度、県道塩釜亘理線のかさ
上げ工事に伴い、下記対象区間に
おいて市民バスの運行経路が変更
になります。ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解とご協力の程、お願
いします。
対象区間／納屋線「曲戸-蒲崎南」間
変更期間／10月下旬～工事完了
次第（予定）
問／生活環境課
（市役所3階☎内線333）

ふるさと納税返礼品を募集
市では、地域産業活性化の一つ
として、ふるさと納税制度を活用
した寄付者に対し返礼品を贈呈す
ることにしています。
引き続き「お礼の品」を募集し
ていますので、市内事業者の皆さ
まのご協力をお願いします。
問／商工観光課
（市役所3階☎内線322）

危険物取扱者試験準備講習会
乙種第4類受験者を対象に講習
会を行います。
日時／10月25日㈰ 9時～16時
場所／亘理町中央公民館 視聴覚室
受講料／3,000円（教科書代含む）
受付期間／10月1日㈭～23日㈮
受付場所／防災連絡協議会事務局
（岩沼市消防署予防課内）、亘理地
区防災安全協会（亘理消防署内）
問／消防署予防課（☎22-5171）

国民年金保険料「5年の後納
制度」開始

過去5年以内に納め忘れた国民
年金保険料を納付することで将来
の年金額を増やすことができる
「5年の後納制度」が、平成27年
10月1日から3年間の特例として
開始されました（
「10年の後納制
度」は平成27年9月30日をもっ
て終了しました）
。
なお、老齢基礎年金を受給して
いる方などは、後納制度の利用は
できません。
後納制度を利用するには、申し
込みが必要です。詳しくはお問い
合わせください。
問／国民年金保険料専用ダイヤル
（☎0570-011-050）
仙台南年金事務所
（☎022-246-5114）

オストメイト相談会
術後のストーマケア（ストーマ
用装具を含む）全般に関する相談
会を開催します。
日時／10月10日㈯ 13時～16時
場所／大河原町中央公民館
対象／県内のオストメイト（人工
肛門･人工膀胱保有者）および
家族など
内容／術後のケア、
装具、
社会生活、
福祉制度などに関する相談会
講師／公立刈田総合病院
皮膚・排泄ケア認定看護師
半田 正美氏
問／（公社）日本オストミー協会
宮城県支部（☎022-358-1373）

みみサポサロン
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。
事前申込はいりません。お気軽
にお越しください。
※手話や筆談でも対応します。
日にち／10月16日㈮
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2階
内容／
①懇談会「聴覚障害を語ろう！」
時間／10時30分～12時
皆さんの思っていること、困っ
ていること、教えてください。
②交流サロン、個別相談コーナー
時間／13時～14時30分
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。
※2月19日㈮にも開催予定。
問／宮城県聴覚障害者情報センター
（みみサポみやぎ）（☎022393-5501
022-393-5502
info@mimisuppo-miyagi.org
ホームページhttp://www.
mimisuppo-miyagi.org/）

視覚障害者緊急生活支援相談会
日時／10月18日㈰ 10時～15時
会場／船岡駅2階 コミュニティ
プラザ
（柴田町船岡中央一丁目1-1）
対象／宮城県在住の視覚障害者
（障害者手帳の有無は問いません）
内容／個別相談会（各種制度の利
用方法、眼科医療相談など）
福祉機器の紹介（白杖、点字器
など）
問／ 公益財団法人宮城県視覚障害
者福祉協会（☎022-257-2022）

有料広告を掲載しています

グランディ・21
周年祭2015

日時／10月25日㈰ 10時～15時 場所／宮城県総合運動公園
（グランディ・21）
内容／郷土芸能ステージ、
みやぎ特産品・グルメコーナー、
フリーマーケットコーナー、
クイズラリー、
広報いわぬま2015.9月号
乗馬体験など 問／公益財団法人宮城県スポーツ振興財団
（☎022-356-1122）
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10月
新区長の紹介

（平成 27 年 9 月 1 日付）

行政区
桜第二
氏 名 佐藤 宏さん

保健・福祉
岩沼市介護予防事業

月のお知らせ

10

①栄養改善（口腔）教室
日時／10月15日㈭
10時～13時30分
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）1階 調理室
内容／シニアライフを元気に過ご
すための食生活のポイント
講師／岩沼市デイサービスセンタ
ーさとのもり
管理栄養士 齋 敏子氏
定員／20人
②交流教室
日時／10月23日㈮
13時30分～15時
場所／北部地区老人憩の家
講師・内容／
第1部 岩沼市社会福祉協議会
大友 康司郎氏
「楽しく、なつかしのメロディ
を歌いましょう！」
第2部 宮城県保健福祉部
長寿社会政策課
小山 美香氏・三浦 禎氏
「みなさんのできる力を地域
で活かしましょう！」
定員／30人
①、②ともに
対象者／介護認定を受けていない
65歳以上の方
参加費／無料
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）

「玉浦カフェ」を開催
日時／10月20日㈫
10時～11時30分
場所／赤井江マリンホーム 1階
地域交流室
内容／お笑い健幸講座、お茶飲み会
講師／漫才コンビ・まつトミ氏
定員／20人（要申込）
参加費／200円（お茶代）
対象／玉浦小学校区の65歳以上
の方
※当日のボランティアも募集中。
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター（☎25-6656）

心の病をお持ちの方の家族教室
現在、日本には心の病をお持ち
の方が40人に1人と言われていま
す。
心の病をお持ちの家族とどう接
したら良いのか、家族としてでき
ることは何か。たくさんのご家族
と向き合ってきた講師と共に、関
わり方を振り返ってみませんか。
日時／10月15日㈭ 10時～
場所／市民会館 視聴覚室
講師／みやぎこころのケアセンター
副センター長 山崎 剛氏
問／社会福祉課
（市役所3階☎内線355）

乳幼児歯科保健講座
乳幼児の口腔ケアを中心に、歯
科医師によるむし歯のメカニズム
などのお話や歯科衛生士による生
え始めからのケアのお話のほか、
むし歯のなりやすさのチェックも
できます。ぜひご参加ください。
当日は素敵なプレゼントを用意し

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

岩沼市特定不妊治療費助成事業
市では、特定不妊治療（体外受
精または顕微授精）を受けられた
ご夫婦の経済的負担を減らすため、
治療費の一部助成を行っています。
助成希望の方は、助成内容など
を確認の上、健康増進課へ申請し
てください。
対象者／ご夫婦またはご夫婦いず
れかが市内に住所を有し、「宮
城県不妊に悩む方への特定治療
支援事業」の承認決定を受けて
いる方
対象となる治療／1回の治療期間
の終了日が平成27年4月1日以
降の特定不妊治療（治療の終了
した日の属する年度内に申請が
必要）
助成 内容／1回の治療につき、5
万円、10万円を上限に助成（治
療内容により助成額が異なりま
す）
申請受付・問／健康増進課
（☎内線347）

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。

ています。
日時／11月11日㈬ 10時～
（受付9時30分～）
場所／保健センター
テーマ／「親子でチャレンジ！む
し歯予防」
講師／小島歯科医院
院長 小島 一夫氏
対象／乳幼児を持つ親、市民
参加費／無料
※託児希望の方は、事前予約が必
要です。前日まで健康増進課へご
連絡ください。また、当日は9時
45分までにお越しください。
問／健康増進課
（市役所3階☎内線340・349）

※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)
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2015自動車点検整備 クルマのECO始めてみませんか。適切な点検・整備を行うことで車の燃費が2％程度改善されます。
広報いわぬま2015.9月号問／宮城運輸支局・検査整備保安部門（☎022-235-2517※「2」をプッシュ ホームページhttp://
推進運動強化月間
www.tenken-seibi.com）

