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今月の休館日は20日㈪です

4 月の休館日／
　6 日㈪、13 日㈪、20 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/

市民図書館からのお知らせ

　4 月 23 日㈭～ 5 月 12 日㈫は「子どもの読書週間」
です。この期間中は、子どもたちに読書を楽しんでも
らうため、さまざまな行事を企画しています。
　ぜひ親子の皆さまでお楽しみください。

～「子どもの読書週間」のご案内～

●「絵本・児童書お楽しみ袋」の貸し出し
　市民図書館でおすすめする絵本・児童書を袋に入れ、

「お楽しみ袋」として貸し出しします。
期間／ 4 月 23 日㈭ ～ 5 月 12 日㈫
※１人１袋の貸し出し。なくなり次第終了。
●しかけ絵本の展示
期間／ 4 月 23 日㈭ ～ 5 月 12 日㈫
場所／館内特設コーナー
●拡大おはなし会
日時／ 4 月 23 日㈭　10 時 30 分～ 11 時 30 分
●ＤＶＤ上映会
日時／ 5 月 10 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／『あらしのよるに』ほか
※申込不要で無料。直接会場にお越しください。

「超大型絵本」の貸し出しについて
　4 月 1 日から、「超大型絵本」の個人利用者への貸し
出しを開始します。１人１冊、15 日間の貸し出しです。
ただし、おはなし会での利用に限ります。詳しい利用方
法は、お問い合わせください。

～今月の特集コーナー～
○一般書のテーマ
「旅～宮城を旅する～」

　桜が咲き、
若葉芽吹く
春、近 場・地
元で小さな
旅を！

4月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

○児童書のテーマ
「入園入学おめでとう」・
「春の植物」
　 入 園・ 入 学 の 季
節にぴったりな絵本
と、桜やたんぽぽな
どの春の植物に関す
る本を展示します。

「市民会館文化鑑賞会員」制度は、市民会館が主
催するイベントをより多くの方に、良い席で、より
安く鑑賞していただくための会員制度です。
会員特典

○毎月、催物予定案内をお送りします。
○市民会館が主催するイベントの入場券を一般発

売の前に電話予約ができます。
○市民会館が主催するイベントの入場券が１割前

後の割引価格でご購入いただけます。
　　 ただし、割引価格でのご購入は、市民会館のみ

の取り扱いに限ります。
会員の種類

会員期間
　ご加入の日～平成28年3月31日
ただいま市民会館窓口にて受付中！
※申込書に必要事項を記入し、年会費を添えて
　市民会館にお申し込みください。
※申込書は、市民会館窓口にあります。

5/24㈰ 16時30分開場
17時開演

西村雅彦公演
Doris＆Orega		Paradise
「Walk		oN!」

岩沼市民会館、岡文、藤崎、手芸の店まむ（ヨークベニマ
ル岩沼店内）、ローソンチケット（Lコード：22434）

チケットは4月2日㈭から下記プレイガイドで発売開始

♪会 場　大ホール
♪出 演　西村 雅彦、石井 智也、
　　　　　古原 靖久、上地 春奈、鈴木 杏樹 ほか
♪入場料　全席指定
　　　　　一般前売2,000円（当日2,500円）
　　　　　中学生以下500円、ペアチケット3,800円

会員種類 年会費 会員の範囲 予約･割引枚数
個人会員 1,000 円 本人のみ 2 枚まで
法人会員 5,000 円 事業所 10 枚まで

2015年度		市民会館
文化鑑賞会員受付開始のお知らせ
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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　

　

　仙台空港周辺では、航空の安全
を確保するため、一定の空域を障
害物がない状態にしておく必要が
あり、高さ制限を設けています。
　対象区域内で物件等の設置工事
や工事用等クレーンの使用を行う
場合は、事前に仙台空港事務所ま
でお問い合わせいただければ、高
さ制限表面を突出するか否かの確
認を行います。なお、物件などに
は、ＴＶアンテナ・看板・電線・
電信柱、あるいは上空に浮揚する
アドバルーンなども該当します。
　航空の安全確保を図っていくた
め、ご理解とご協力をお願いします。
　詳しくはお問い合わせください。
照会方法／必要事項（照会日、照

会者、連絡先、設置場所、物件
の種類、高さ、位置図）を記載
の上、ファクスしてください

問／東京航空局 仙台空港事務所
（☎022-383-1211 022-383-1257）

　仙台法務局名取出張所では、登
記相談を希望される皆さまに待ち
時間なく相談窓口をご利用いただ
けるよう、4月1日㈬から予約制
にします。詳しくは問い合わせ先
または仙台法務局ホームページ

（http//houmukyoku.moj.go.jp/
sendai/）をご確認ください。
予約電話番号：☎022-382-3694
問／仙台法務局名取出張所
　（☎022-382-3694）、
　仙台法務局民事行政調査官室
　（☎022-225-5720）

の住宅に居住する場合に給付を受
けることが出来る国の制度です。

（すまい給付金（おもに住宅ロー
ンを利用している住宅取得者への
消費税率引き上げに伴う給付制
度）との併用はできません。）
　郵送による申請となりますので、
詳しくはホームページまたはコー
ルセンターでご確認ください。
問／住まいの復興給付金事務局
　コールセンター：
　　☎0570-200-246（有料）、
　　（受付時間9～17時）
　ホームページ：
　　http://fukko-kyufu.jp
※ 申請書は次のところで入手でき

ます。
■ 住まいの復興給付金事務局ホー

ムページ
■ 岩沼市役所  被災者生活支援室

窓口

　被災者生活再建支援制度の申請
期間について、「基礎支援金」の
申請期間が１年間再延長されまし
たので、お知らせします。
【申請期間】
基礎支援金：平成28年4月10日ま
で（１年間の再延長）
受付窓口・問／被災者生活支援室
（総合福祉センター（ あいプ
ラザ）内  ☎35-7751）

　消費税率引き上げに伴う被災者
の住宅再建に対する国の給付措置
についてお知らせします。
　この制度は、東日本大震災によ
り被害が生じた住宅の被災時の所
有者が、引き上げ後の消費税率が
適用される期間に、新たに住宅を
建築・購入し、または補修し、そ

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
●シルバーカー（ふつう）〔無料〕　●学習机（12年使用）〔無料〕
●ひな人形（七段飾り・30年前購入）〔無料〕
●�犬の療法食用缶詰156g×19缶（ヒルズプリスクリプション・ダ
イエット製品w/d.）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●将棋セット・囲碁セット（木製）〔無料〕
●西こばと幼稚園女児制服（120～130cm）〔応相談〕
●積み木（木製）・ブロック〔無料〕
●�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）

※ 4 月 7 日㈫　8 時 30 分より電話に
て受け付けします。

4
月
の
お
知
ら
せ

国・県などから
仙台空港事務所からの
お知らせ

仙台法務局から
登記相談が予約制になります

被災者生活再建支援制度
「基礎支援金」の申請期間再延長

住まいの復興給付金制度

リサイクル情報コーナー

ゆずり
あい

代行運搬受付センターの
受付電話番号が変わります

4月1日㈬から、粗大ごみの戸別収集の申し込みを受け付ける代行運搬受付センターの電話
番号が変わりましたので、ご注意ください。
代行運搬受付センター��新電話番号：0223-23-1799　問／生活環境課（☎内線333）
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欧州で認められた、ハイパフォーマンスタイヤ。

東洋ゴム工業株式会社 仙台工場
〒 宮城県岩沼市吹上
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　平成27年度固定資産税・都市
計画税課税台帳等の縦覧・閲覧を
次のとおり実施しています。
期間／4月1日㈬～６月1日㈪
場所／税務課固定資産税係窓口
必要なもの／個人の場合は本人確

認ができるもの（免許証、保険
証など）、法人で代表者以外の
方が申請する場合には委任状が
必要となります

問／税務課固定資産税係
　（市役所2階☎内線247・248）

　市では、被災求職者の方々を対象
に、期間限定で震災対応臨時職員と
して就労の場を提供します。
対象／市内に住所を有し、現在求職

中の方
募集期間／4月1日㈬～10日㈮　

※平日のみ。
雇用期間／5月1日㈮～10月31日

㈯
応募方法／募集期間内に次の書類

を商工観光課へ直接持参くださ
い（郵送不可）。履歴書・職務
経歴書・その他失業者であるこ
とを証明できる書類を添付

選考方法／書類審査と面接審査を
実施し、結果を後日連絡します

職種・勤務条件（募集人数：若干名）

※ 社会保険・雇用保険加入となり
ます。

問／商工観光課（☎内線322）

　生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射（年1回）と登録（生涯1回）
が法律で義務付けられています。未注射や未登録の犬の飼い主は、この
機会をご利用ください。
対象／生後91日以上の全ての犬　当日の流れ／問診→注射→料金支払い
料金／予防注射：3,020円、新規登録：3,000円（お釣りが出ないようにご協力ください）

※ 登録している犬の飼い主には「狂犬病予防注射申請書」をはがきで郵送
しますので、事前に問診票と署名欄に記入して、当日お持ちください。

【注意事項】①確実に犬を抑えられる方が連れてきてください。②リード（引鋼）や
金具を点検し、首輪が抜けないようにしてください（胴輪・チェーンカラーは不可）。
③小さいお子様連れは危険ですのでご遠慮ください。④妊娠中や健康状態の悪い犬
は連れてこないでください（動物病院にご相談ください）。⑤排便は飼い主が責任を
持って処分してください。

月日 時間帯 会場 月日 時間帯 会場

4/19
㈰

 9:30-10:30 岩沼市役所

4/21
㈫

 9:10- 9:20 小川公会堂
11:00-11:30 玉浦公民館  9:35- 9:45 長岡公会堂

13:00-13:30 金蛇水神社
臨時駐車場

10:00-10:30 創価学会岩沼文化会館
10:45-10:55 二木西地区集会所

13:50-14:20 西公民館 11:10-11:40 岩沼こばと幼稚園駐車場
（ワタヒョウ㈱向かい）14:50-15:20 岩沼北中学校

4/20
㈪

 9:10- 9:20 玉崎公会堂 13:00-13:30 塩釜保健所岩沼支所
 9:35- 9:45 原公会堂

4/22
㈬

 9:10- 9:20 早股上集会所

10:00-10:10 JA 名取岩沼
南長谷倉庫

 9:35- 9:45 寺島公会堂
10:00-10:10 JA 名取岩沼松原倉庫

10:25-10:40 農村環境改善
センター

10:25-10:45 矢野目中央集会所（舘外）
11:00-11:20 矢野目集会所（北谷地）

10:55-11:15 たけくま集会所 13:00-13:20 押分生活センター
13:00-13:20 平等団地集会所 13:35-13:45 阿武隈グラウンド

クラブハウス13:40-13:50 志賀地区集会所

狂犬病予防指定動物病院名 住所 電話番号
じゅん動物病院 岩沼市桜5-11-7 24-0912
カサハラアニマルメディカルセンター 岩沼市中央4-9-2 24-2426
あおぞら動物医院 岩沼市たけくま1-18-9 24-0672
桑嶋動物病院 名取市飯野坂1-4-55 022-383-5877
ほりごめ獣医科病院 名取市愛島小豆島東304-4 022-384-1745
渡辺動物病院 名取市増田4-4-10 022-384-4379
アン・ペットクリニック 名取市那智が丘2-18-10 022-381-2311
かんの動物病院 名取市植松2-2-8 022-384-0201
杜の熊動物病院 名取市杜せきのした1-8-28 022-796-4063
みたぞの動物病院 名取市美田園7-1-24 022-302-6988
仙台南動物病院 亘理町逢隈牛袋字谷地添48-3 33-1311

◆�集合注射会場で予防注射を受けられなかった場合は、下記の狂犬病予防
指定動物病院で予防注射を受けてください。� （順不同）

４月４月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ4月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

平成27年度 狂犬病予防集合注射と犬の登録を実施します
（雨天実施）

固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧

市の震災対応臨時職員を募集

※上記以外の動物病院で予防接種を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を持っ
て、市役所 3 階生活環境課で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

（発行手数料 550 円）

職　　種 事務補助員・業務員

勤務内容 市内における震災関係の
補助業務

勤務形態 週5日（月～金曜日）
1日7時間45分勤務

日　　額 事務補助員5,800円
業務員6,000円

ハナトピア岩沼
体験農園利用者募集

農園面積／1区画  約25㎡　区画数／36区画　貸出期間／平成27年4月～平成28年2月下旬　利用申込締切
／4月10日㈮正午まで　対象者／市内在住で貸出期間中農園管理出来る方　申込方法／官製はがき１枚を持
参の上、農政課へ申し込みください　申込・問／農政課（市役所３階☎内線315）

問／生活環境課（市役所３階☎内線 335）
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　市では、今年度もがん検診など
の各種検診の申し込みを一括して
受け付けします。
　申し込みの案内は、今年度より
郵送で配布します。受診希望の有
無にかかわらず申込はがきに必要
事項を記入の上、4月10日㈮まで
にポストに投函してください。
　なお、転入や転居などで申し込
みのご案内が届かない方で受診を
希望される場合は、健康増進課ま
でお問い合わせください。また、
検診期間までに申し込まれた検診
の受診票が届かない場合もご連絡
ください。
問／健康増進課
　（市役所3階☎内線345・346）

　このレシピ集は、突然の災害な
どで通常の食事がとれない時に、
栄養面や衛生面に配慮した食事が
とれるような料理や料理法を市内
に広めることを目的として作成し
ました。
　レシピは簡単なものばかりで普
段の食事づくりに役立つほか、子ど
ものクッキングにも活用できます。
　食育推進に活用しますが、個人
向けに１冊200円で販売もします。
　皆さんも、ご家庭でいざという時
のために食事づくりを準備しておき
ましょう。
＜販売について＞
場所：市役所３階健康増進課また

は市保健センター
日時：月～金曜日、9時～16時受付

保健・福祉 期間：４月1日㈬～無くなり次第
終了

※ なお、『心をHot させる料理レ
シピ集』は１冊800円、『健幸
力アップメニューレシピ集』は
１冊200円で販売中です。

問／健康増進課（☎内線345・346）

　人材登録制度とは「職業や趣味
などで身に付けた知識・技能を
持っている方」に登録していただき、
市民などの要請に応じて、生涯学習
の支援をしていただくものです。
　また、「技術を身に付けたいが講
師が見つからない」場合は、ぜひ人
材登録制度をご利用ください。
　登録・利用方法、登録者名簿は
ホームページに掲載しています。
問／生涯学習課
　（市役所5階☎内線572・573）

　市では、「協働のまちづくり」や「男
女共同参画」を推進するため、市民
の皆さんが勉強会や研修会を行う場
合に講師やアドバイザーを派遣し、
自主的活動をサポートします。
対象者／おおむね10人以上の市

内各種団体、事業者、町内会、
サークルなど

講師／予算の範囲内で内容に応じ
た講師などを派遣します

手続き／研修実施予定日の2カ月
前まで担当課へご相談ください

申込・問／さわやか市政推進課
　（市役所6階☎内線643・644）

　総務大臣より委嘱された行政相
談委員は、国の仕事やサービス、
各種制度の手続きについて、市民
の皆さんからの困りごとや苦情・
ご意見などを受け付けています。
　ぜひ、気軽にご相談ください。
相談内容／国の仕事をはじめ、独

立行政法人・特殊法人（郵便局
など）等の仕事についてのご意
見やご提案
相談日／毎月第1月曜日
　9時～15時
※ 4月から月1回の相談日に変更

になります。（24ページ参照）
相談場所／市役所  2階  相談室
対応者／佐藤  千代子氏
　武者  進氏（4月1日委嘱）
問／さわやか市政推進課（☎内線643）

　市では、消費生活トラブルの未
然防止を目的として、消費生活相
談員による出前講座を行っていま
す。消費生活相談員が被害に遭わ
ないためのポイントや契約の基礎
知識などについて、事例を交えな
がら分かりやすく説明します。
　ぜひご活用ください。
日時／火曜または木曜の10時～

15時（1時間程度）
※祝日・年末年始を除く。
対象／市内の団体やグループ（お

おむね5人以上）
費用／無料（会場は申込者でご準

備ください）
申込方法／開催希望日の1カ月前

までにお申し込みください
問／商工観光課
　（市役所3階☎内線322）

４月４月

4
月
の
お
知
ら
せ

各種健康診査の申し込みは
忘れずに

人材登録制度（人材バンク）の
登録・利用をしてみませんか

行政相談員にご相談ください
（相談無料・予約不要）

市民活動のための
自主的研修を支援します

消費生活相談員
出前講座のご案内『いざという時に役立つ料理

レシピ集』ができました！

くらし

特別障害者手当・障害児福祉
手当の額の改定のお知らせ

4月1日㈬から下記のとおり改定されます。
特別障害者手当：月額26,620円、障害児福祉手当：月額14,480円
問／社会福祉課（市役所3階☎内線358）
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