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12月の休館日／7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、29日㈫、　
　30日㈬、31日㈭
市民図書館のホームページ／http://www.iwanumashilib.jp/

DVD上映会のお知らせ
日時／12月19日㈯　10時30分～
場所／市民図書館�2階　
　セミナールーム「阿武隈」
上映作品／『ぶどう酒びんのふしぎな旅』　
　『十二支のおはなし』ほか

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？

○譲ります　〔　　〕は希望価格
● 籐のついたて（4枚折・10年前購入・新品同様）〔無料〕　●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〕　●介護・社会福祉関係のテキスト（マーカー部分あり）〔100円／冊〕
●クラシックギター一式（本体、メトロノーム、足置き、譜面台など、約15年使用）〔20,000円〕

○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●岩沼中学校女子制服（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。

ゆずり
あい

※12月7日㈪　8時30分より電話にて受け付けします。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線 333）

今月の休館日は21日㈪です

年末年始の休館のお知らせ
　12月28日㈪～平成28年1月4日㈪休館します。

今月の特集コーナーの紹介
○一般書のテーマ
「年末年始」
　間もなく2016年を迎えます。
　大掃除やおせち、年中行事の本を
展示します。
○児童書のテーマ
「メリークリスマス」・「冬休み」
　「クリスマス」に関する本や、冬
休みにおすすめの絵本・児童書を展
示しています。

♪入場料　指定席3,500円、自由席3,000円
♪出　演　みんなで歌う第九の会
　　　　　仙台フィルハーモニー管弦楽団
　　　　　指　　揮：岩村 力　　 
　　　　　ア ル ト：在原 泉
　　　　　バリトン：金沢 平

響け復興の第九　
第29回みんなで歌う第九の会演奏会
12/20㈰ 14時30分開場　15時開演

チケットは市民会館で販売中

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】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）

ソプラノ：田崎 尚美
テノール：五十嵐 修

「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～

1/17㈰
平成28年 17時開場　

17時30分開演
♪入場料　全席指定
　　　　　一般前売2,000円（当日2,500円）
♪出　演　岩崎�宏美、宗次郎（オカリナ奏者）、
　　　　　地元合唱団
※お楽しみ抽選会あります。

12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

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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12月10日㈭～16日㈬は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

北朝鮮、その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう。
◆政府拉致問題対策本部ホームページ　http://www.rachi.go.jp/

市道朝日竹の里線の通行について

栄町方面から県道岩沼蔵王線への自動車の通り抜けについて

至岩沼西
　中学校

フレスコキクチ　
薬王堂●

グループホーム　
朝日●

●ローソン

至岩沼駅

至村田

市道朝日竹の里線

市道朝日線

県
道
岩
沼
蔵
王
線

通行可となる箇所
優先道路

　市道朝日竹の里線の通行が、下図の位置まで可能となります。
時期／12月下旬～(状況により変動する場合があります)

問／復興･都市整備課（☎内線425・426）

　県道岩沼蔵王線の整備に伴い、市道栄町堀内線から県道岩沼蔵王線へ
の直接の通り抜けができなくなります。今後、県道へ通り抜ける際は、
新たな路線と朝日竹の里線を経由していただくこととなります。

（これまでの交差点は利用できなくなります）
時期／平成28年1月下旬～(状況により変動する場合があります)

問／復興･都市整備課（☎内線425・426）

試験の種類／教養試験（上級）
採用予定人数／1人
受験資格／昭和61年4月2日～平

成6年4月1日までに生まれた方
で大学を卒業または卒業見込み
の方
試験日程／第1次試験：平成28年

1月17日 ㈰、 第2次 試 験：平成
28年2月中旬予定
採用時期／平成28年4月1日以降
≪試験案内配付・申込受付≫
期間／12月2日㈬～16日㈬
　（土・日曜日・祝日を除く）
※郵送により申し込む場合は12
月16日㈬必着。
時間／8時30分～17時
配付場所／亘理名取共立衛生処理

組合総務課（岩沼市寺島字川向
45-53）

※郵送により申込書を希望する場
合は、封筒の表に「職員採用試験
案内請求」と朱書きし、宛先を明
記した返信封筒（A4版が入る大
きさ）に120円切手を貼付したも
のを必ず同封してください。
問／亘理名取共立衛生処理組合　
　総務課（☎22-1717）

　国がサポートする従業員のため
の外部積立型の退職金制度です。
　掛金は全額非課税で一部を国が
助成、パートや家族従業員も加入
できます。解散存続厚生年金基金
からの移行先の一つです。
　詳しくは ｢中退共｣ で検索して
ホームページをご覧ください。
問／中小企業退職金共済事業本部
　（☎03-6907-1234）

　
　竹駒神社の初詣に伴い、市内の
道路で交通規制が行われます。皆
さんのご協力をお願いします。

詳しくは、市商工観光課ホーム
ページをご覧ください。
日時／12月31日㈭　 22時～

平成28年1月1日㈮　18時
問／竹駒神社（☎22-2101）

日時／平成28年1月14日㈭
　18時～(17時集合)
集合場所／市民体育センター
　（市役所向かい側）
参加費／2,000円(竹駒神社のお

札付き。消耗品以外の衣装レン
タル費用は別途）
定員／200人
申込締切／12月15日㈫
申込・問／商工会（☎22-2526）

国・県などから

フレスコキクチ　
薬王堂●

至岩沼駅

市道栄町堀内線
新たな路線
廃止となる路線

市道朝日竹の里線

県道岩沼蔵王線

至岩沼西中学校

至村田

車は今後通り抜けできません

信号機（H28年1月下旬設置予定）

平成28年
竹駒神社初詣交通規制

竹駒神社どんと祭裸参り参加
者募集 中小企業退職金共済制度

平成27年度亘理名取共立衛
生処理組合職員採用試験
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平成28年3月入所受講生募集

離職者の早期再就職に向けた職業訓練（標準6カ月）を実施し
ています。詳細についてはお問い合わせください。
問／ポリテクセンター宮城名取実習場（☎022-784-2820）

12月12月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ12月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

新市営火葬場に係る都市計画
（案）の市民説明会
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　市では、農林業の振興および農
業経営の安定を図ることを目的
に、生産意欲の高い農業者に対し、
経営改善に伴う農林業用資機材の
購入に係る補助を行っています。
補助対象／農林業用資機材（詳し
　い品目などについてはホームペ
　ージをご覧いただくか、お問い
　合わせください）
※今年度から有害鳥獣防護柵も対
象となります。
補助率／購入金額100万円を対象
上限とし、購入金額の3分の1
から5分の2以内。（対象品目に
より異なります）
※申請者が多数の場合は予算の範
囲内で調整します。
申込方法／農政課に備え付けの申
請書（ホームページからも取得
できます）に必要事項を記入の
上、平成28年1月29日㈮まで
申し込みください

問／農政課（市役所3階☎内線315）

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／11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1／2）
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
象に固定作業などを代行します。
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）

　建設を進めようとしている新市
営火葬場の都市計画案（位置およ
び面積など）について市民説明会
を開催します。
日時／12月22日㈫　18時30分～
場所／市役所 １階 大会議室
敷地計画面積／13,300㎡
建設候補地／早服字新寺前（下図）

問／復興・都市整備課（☎内線424）

宮城県議会議員一般選挙
結果報告

　10月25日に執行された宮城
県議会議員一般選挙の結果をお
知らせします。
選挙当日の有権者数／
　男：17,027人、女：18,041人
　計：35,068人
結果／大友けん：5,237票
　村上ともゆき：8,603票（当選）
投票率／40.15％
※ 前回平成23年11月13日：無
投票　前々回平成19年4月8
日：47.50％
　なお、今月20日㈰には岩沼市
議会議員一般選挙が予定されて
います。忘れず投票しましょう。
問／選挙管理委員会
　（市役所5階☎内線581・583）
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玉浦小学校
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●高林寺

農林業奨励補助金の申請

大きな地震への備えを
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12月の広報テーマは「家庭裁判所調査官～家族・人・社会の架け橋～」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）、仙台家庭裁判所事務局庶務係（☎022-745-6203）

乳がん検診を下記の日程で実施
します。対象の方で受診表をお持
ちでない方は、健康増進課までご
連絡ください。
日程／12月2日㈬～19日㈯
　（5日㈯・6日㈰・13日㈰は除く）
場所／日程により場所が変わります
　●保健センター
　　2日㈬～7日㈪、12日㈯～19日㈯
　●勤労者活動センター
　　8日㈫～11日㈮　　　
対象者／①35歳～39歳の女性
　②40歳以上の奇数年齢の女性
　　（平成28年4月1日時点の　
　　年齢となります）
　③無料クーポン券対象者
※詳しくは受診表をご覧ください。
問／健康増進課 予防衛生係
　（市役所3階☎内線346）

「骨粗しょう症」とは、骨がも
ろくなる病気で、ちょっとしたこ
とで骨折しやすくなり、そのまま
寝たきりになってしまうことも少
なくありません。
そうなる前に食事を見直したい

方は、この機会にぜひお越しくだ
さい。
日時／12月11日㈮
　9時20分～13時
　（受付：9時10分開始）
場所／保健センター
内容／講話・調理実習・軽い運動他
対象／今年度骨粗しょう症検診受
　診者および希望する市民
定員／30人（先着）

参加費／300円
持ち物／エプロン・三角巾・米0.5合
　筆記用具
申 込締切／12月7日㈪まで、参加
費を持参の上、健康増進課また
は保健センターにてお申し込み
ください

問／健康増進課（☎内線345）

日時／12月15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）

　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～
　（受付：12時30分開始）
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）

日時／平成28年1月4日㈪
16時～

場所／ホテル原田（大手町3-18
　☎24-2525）
会費／2,000円
申込･問／12月14日 ㈪まで、商工
会（☎22-2526）、または商工観
光課（市役所3階☎内線323）
に会費を添えてお申し込みくだ
さい

※申込期日以降に申し込みをされた
方は、参加者名簿に掲載できません。

　市内小中学校の給食用食材の納
入希望業者説明会を開催します。
　説明会後に物資の規格書、納入
条件、申請書などの関係書類をお
渡しします。
日時／平成28年1月12日㈫
　14時30分～
場所／総合体育館  会議室
申込・問／学校教育課
　（市役所5階☎内線562）

　
　月間予定表と日記、最新の統計
資料そして仕事・生活に役立つ資
料が掲載されている、使いやすい
手帳(縦17.5cm×横8.8cm）です。
価格／1冊500円（税込）
販売開始／12月15日㈫
販売場所／総務課情報統計係
※土・日曜日・祝日を除く平日8時
30分～17時15分の間で、現金　
での販売となります。
問／総務課 情報統計係
　（市役所5階☎内線508・517）

保健・福祉

くらし

乳がん検診を受けましょう

玉浦カフェ

平成28年新春賀詞交歓会

平成28年度学校給食用食材
納入業者説明会

平成28年版「みやぎ手帳」の
販売について

平成28年岩沼市成人式

カルシウムアップ料理教室
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