11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16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
「読書の秋」
10月27日㈫～11月9日㈪は読書週間
です。
「本」
・
「作家」について紹介して
いる本を展示します。
○児童書のテーマ
「真っ赤なもみじ」
・
「どうぶつ」
秋にぜひ読んでほしいおすすめの本や、
かわいいどうぶつの絵本を展示しています。

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"

11/29㈰

14時30分開場
15時開演

♪入場料
♪出

今月のイベント

全席指定
一般前売1,000円（当日1,200円）
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

○一般向け朗読会
日時／11月28日㈯ 11時～11時50分
○手づくりえほん展示会
展示期間／10月27日㈫～11月9日㈪

≪プレイガイド≫
【岩沼市】
市民会館、
岡文、
手芸の店まむ
【仙台市】
藤崎、
東京エレクトロンホール宮城
【その他】
ローソンチケット
（Lコード：24435）

11月の休館日／2日㈪、9日㈪、16日㈪、23日㈪、27日㈮、30日㈪
市民図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

「宝くじまちの音楽会」

岩崎宏美with宗次郎 ～心のふるさとを求めて～
平成28年

1/17㈰

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？
※11月5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

〕は希望価格

●オイルヒーター
（デロンギ・9年前購入・新品同様）
〔3,000円〕
●ふたば幼稚園制服・体操着・通園バック
（2年使用）
〔3,500円〕
●書道道具一式
（20年使用）
〔無料〕
●籐の衝立
（4枚折・10年前購入・新品同様）
〔無料〕

○譲ってください 〔

♪入場料
♪出

演

17時開場

17時30分開演

全席指定
一般前売2,000円（当日2,500円）
岩崎 宏美、宗次郎（オカリナ奏者）、
地元合唱団

チケットは11/10㈫から下記プレイガイドで販売

≪プレイガイド≫
【岩沼市】
市民会館、
岡文、
手芸の店まむ
【その他】
ローソンチケット
（Lコード：24127）

〕は希望価格

●岩沼北中学校女子制服（160cm）
〔応相談〕
●使い古しのタオル類（バスタオル、シーツ、タオルケットなど）
〔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）

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

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。

※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)

裁判所から
のお知らせ

平成27年11月の広報テーマは「裁判員制度～まもなく名簿記載通知を発送します！」
です。詳しくは、最高裁ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/）をご覧ください。
問／仙台地方裁判所事務局広報係
（☎022-222-6115）
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国・県などから
平成27年分年末調整説明会
日時／11月24日㈫ 13時30分
開始（受付／13 時～）
場所／市民会館 中ホール
対象者／市内の給与支払者
問／ 仙台南税務署 法人課税第一
部門（☎022-306-8001内線252）

宮城県最低賃金の改正
宮城県内の事業場で働く全ての
労働者（臨時、パート、アルバイ
トなどを含む）に適用される宮城
県最低賃金は、下記のとおり改正
されました。
時間額／ 726 円
効力発効日／平成27年10月3日
問／宮城労働局 労働基準部 賃金室
（☎ 022-299-8841）

出張ハローワークin名取
月のお知らせ
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日時／11月26日㈭ 13時30分～
16時（受付／13 時～）
場所 ／ 名 取 市 文 化 会 館3階 小
ホール
内容／企業説明会、企業による個
別相談会、ハローワークによる
職業相談・職業訓練相談
定員／150人（先着順）
対象／岩沼市・名取市に就職を希
望している方
参加企業／岩沼市・名取市の企業
約15社
その他／事前の参加申し込みが必要
問／ハローワーク仙台 事業所援
助第一部門（☎022-792-1723
〒983-0852仙台市宮城野区榴
岡4-2-3 仙台MTビル）

名取高校校舎改築工事
平成29年4月の供用開始に向け
て新校舎建設に10月下旬から着
工します。新校舎は、現在グラウ
ンドがある場所に建てられ、3階
建てのガラスを多用した近代的な
外観と、生徒昇降口や図書館を吹
き抜けにするなど、光あふれる明
るい校舎となります。
生まれ変わる「新生！名取高校」
に、特段のご理解とご協力をお願
いします。

問／名取高校 校舎改築委員会
（☎22-3151）

自賠責の期限切れに
ご注意ください

万一の自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、自動車
損害賠償保険法に基づき、原動機
付自転車を含むすべての自動車に

加入が義務付けられており、自賠
責保険・共済無しで運行することは
法令違反ですのでご注意ください。
問／東北運輸局 宮城運輸支局
（☎022-235-2517）

仙南視聴覚教材センターの
愛称募集
募集締切／11月10日㈫必着
募集内容／愛称（ふりがな）とそ
の説明（理由・意味など）
応募資格／どなたでも応募可能
応募方法／【持参】視聴覚教材セ
ンター、えずこホール各窓口設
置の応募箱へ 【ファクス・郵
送・メール】視 聴 覚 教 材セン
ター宛にお送りください
応募・問／仙南地域広域行政事務
組合教育委員会 視聴覚教材セ
ンター 愛称募集係（☎022452-3433
0224-52-2660
〒989-1264大河原町字新青川
1-1
kyouiku@az9.or.jp）
※詳しくはホームページ（http://
www.az9.or.jp/index.php） を
ご覧ください。

平成27年度自衛官候補生（男子）
・陸上自衛隊高等工科学校
生徒募集（推薦・一般）
種目

受付期間

自衛官候補生

～11月30㈪まで

陸上自衛隊
高等工科学校生徒
（推薦）

11月1日㈰
～12月4日㈮

試験日
12月5日㈯または6日㈰の指
定する1日
平成28年1月9日㈯～11日㈪
の指定する1日

１次：平成28年1月23日㈯
陸上自衛隊
11月1日㈰
２次：平成28年2月 4日㈭
高等工科学校生徒
～平成28年1月8日㈮
～7日㈰の指定する1日
（一般）
募集種目ごとに年齢条件などがありますので、下記までお問い合わせく
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
〒981-1224名取市増田4-3-15
natori-miyagi@rct.gsdf.mod.go.jp）

有料広告を掲載しています
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検察審査会は検察官が事件を裁判にかけなかったこと（不起訴処分）の善しあしを、選挙権を有する国民

の中から選ばれた11 人の検察審査員が、審査するところです。審査の申し立てに費用はかかりません。随
広報いわぬま2015.11月号
検察審査会とは
時、相談を受け付けていますので仙台検察審査会事務局（ ☎022-222-4750）にお問い合わせください。

11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
対象／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
参加費／無料
持ち物／飲み物、汗拭きタオル
申込・問／岩沼西地域包括支援
センター(☎36-7266）

くらし
大きな地震への備えを
①木造住宅耐震診断助成
建築から一定期間経過した木造
住宅について、耐震診断士を派遣
し、診断を行います。
対象 ／ 昭 和56年5月31日 以 前 着
工の木造一戸建て住宅
受付戸数／13戸（建築時期と床面
積が分かる資料を持参のこと）
自己負担額／8,300円（調査時の
支払いとなりますが、延べ面積
が200㎡を超える場合は別途料
金が加算されます）
②木造住宅耐震改修工事助成
市が助成する耐震診断後に耐震
改修設計および耐震改修工事を行
う場合に、その費用の一部を助成
します。
対象／市が助成する木造住宅耐震
診断により耐震性が基準を満た
さないと判断された住宅
受付戸数／5戸
限度額／450,000円（補助率：工
事費用の2分の1）
③スクールゾーン内危険ブロック
塀等改善補助
歩行者が多数通行する公道に面
した、倒壊の危険度が高いブロッ
ク塀（高さ1m以上）について、
塀の解体および解体後にフェン
ス、生垣などを設置する場合に費
用の一部を助成します。

※隣地との境界にあるブロック塀な
どの私有財産は対象になりません。
補助金額／除却：道路からの見付
面積1㎡当たり4,000円（限度
額20万円）
設置：設置延長に4,000円を乗
じた額（限度額10万円）
受付戸数／8戸
④家具転倒防止等作業代行
大規模地震に備え、家具を自分
で固定することが困難な世帯を対
象に固定作業等を代行します。
対象／満65歳以上の方や、障害者
の方のみで構成されている世帯
代行内容／家具5点まで、ガラス
飛散防止フィルムの貼り付けは
建具10枚まで
自己負担／家具固定金具、ガラス
飛散防止フィルム代
受付戸数／5戸
申込／復興・都市整備課（市役所
4階）に備え付けの申込用紙に
記入の上、提出してください。
（印鑑を持参）
問／復興・都市整備課 建築住宅係
（市役所4階☎内線428・429）

普通救命講習会
普通救命講習会に参加して、い
ざという時に、AEDを使う勇気
と正しい知識と技術を身に付けて
みませんか。再講習の方も同時に
募集します。
日時／11月15日㈰ 9時～12時
場所／岩沼市消防署3階 会議室
※実技も行いますので動きやすい
服装でお越しください。5人以上
の団体やご家族などの開催も随時
受付します。
申込・問／消防署警防課
救急救助係（☎22-5171）

プレミアム付き商品券の
使用期限にご注意ください

「岩沼市プレミアム付き商品券」
は11月30日㈪が使用期限です。
期限を過ぎた商
品券は全て無効と
なります。
問／岩沼市商工会
（☎22-2526）

平成28年岩沼市成人式
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28年1月10日 ㈰
13時30分開式（受付／12時30分～）
場所／市民会館 大ホール
該 当者／平成7年4月2日～平成
8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）

勤労者活動センター
無料開放デー
（要予約）

当センターでは、市民の皆さま
に広く施設を知っていただくた
め、勤労感謝の日に合わせて多目
的ホール（卓球・バドミントンな
ど）、音楽室（カラオケ・ピアノ
など）を無料で開放します。
日時／11月23日㈪ 9時～21時
場所／勤労者活動センター
対象者／市民および岩沼市所在の
企業にお勤めの方
申込期間／11月6日㈮～19日㈭
申込・問／勤労者活動センター
（☎25-1318 平日9時～17時）

有料広告を掲載しています

寝具洗濯乾燥
消毒サービス

対象／おおむね65歳以上で寝具の衛生管理が困難な1人暮らしや寝たきりの方
受付期間／11月2日㈪～16日㈪ 対象となる寝具／掛け布団・敷き布団・毛布
各1点 申込・問／介護福祉課（総合福祉センター内☎24-3016）
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11月
保健・福祉
国民健康保険加入者の
特定健康診査の追加実施

6月・7月に実施した特定健康
診査を受けなかった40歳～74歳
の岩沼市国民健康保険被保険者の
方を対象に行います。なお、対象
者で、人間ドックや職場健診を受
けた方は、健診結果の写しを市へ
提出していただきますようお願い
します。
健診日時／
9時～11時
11月6日㈮
13時～15時
11月7日㈯
9時～11時
場所／保健センター
持ち物／受診券、被保険者証(保
険証)
問／健康増進課
（市役所3階☎内線345・346）

子宮がん検診無料クーポン券
対象者の方はお早めに受診を

月のお知らせ
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がんの早期発見とがんに対す
る知識の普及と啓発を図るため、
「がん検診推進事業」を全国的に
実施しており、対象となっている
方には子宮がん検診無料クーポン
券をお送りしています。受診期間
は11月30日㈪までとなっていま
すので、まだ受診されていない方
はお早めに受診をお願いします。
詳細については、無料クーポン
券をご参照ください。
問／健康増進課(☎内線345・346）

骨粗しょう症検診
骨粗しょう症は、加齢とともに
体内のカルシウムが減少し、骨が
スカスカになる病気です。検診は

足のかかと付近に超音波をあてて
骨密度を測定する簡単な検査で
す。ご自身の骨密度を把握し生活
習慣を見直してください。
検診を申し込まれた方に受診票
を発送します。これから検診を申
し込まれる方は、下記までご連絡
ください。
対象者／30歳、40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳、75歳
の女性（平成28年4月1日時点）
健診日時／
9時～11時
11月13日㈮
13時～15時
11月14日㈯
9時～11時
問／健康増進課(☎内線345・346）

1歳からの離乳食完了期教室
日時／11月27日㈮ 9時30分～
11時30分
（受付／9時15分～）
場所／保健センター
内容／歯科衛生士と管理栄養士の
お話（託児あり。離乳食完了期
食の試食も用意しています）
対象／平成26年10月と11月生
まれの子と親（家族でも可）
定員／25組（先着順）
※11月2日㈪より電話申込受付。
参加費／無料
申込・問／健康増進課
（☎内線345・346）

「玉浦カフェ」を開催

生活習慣病予防料理教室
簡単に作れておいしい、健康バ
ランス食を体験できる人気の教室
です。
これから料理づくりを始めたい
方、男性やご夫婦、小さいお子
さん連れでの参加も大歓迎です。
（託児もありますので、申し込み
時にご相談ください）
日時／11月25日㈬
9時30分～13時
場所／保健センター
テーマ／
「カロリーダウン大作戦」
内容／調理実習、講話、軽運動など
定員／30人（先着順）
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記
用具、米0.5合
締切日／11月18日㈬
※参加費を添えて健康増進課または
保健センターに申し込みください。
問／健康増進課（☎内線345）

日時／11月17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／30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）

家族介護教室
日時／11月28日㈯ 10時～12時
場所／勤労者活動センター
講師／籾江道子モダンバレエ研究
所健康リズム体操講師・
河北カルチャーセンター講師
早川 桂古氏
内容／ボールを使った腰痛予防

有料広告を掲載しています
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JAXA角田宇宙センター
開設50周年記念式典

日時／12月12日㈯

13時30分～16時30分

ὍႻᴾᴾՠᴾࡃ

☎0223-22-5000

場所／かくだ田園ホール（角田市市民センター）

広報いわぬま2015.11月号内容／日本人宇宙飛行士の記念講演など 申込方法／JAXAホームページより申し込みください

申込受付期間／11月4日㈬から受付開始
（先着順） 問／角田宇宙センター
（☎0224-68-3111）

