5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18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
「ガーデニング～自家菜園で健康になろう！」
暖かくなるこの季節、ベランダ菜園、庭づ
くりなど、土いじりはいかがですか。
○児童書のテーマ
「元気いっぱい！こどもの日」・「野菜」
5 月 5 日の「こどもの日」にちなんだ絵本や、
野菜の絵本、栽培に関する本を展示します。

西村雅彦公演
Doris＆Orega Paradise
「Walk oN!」
5/24㈰16時30分開場
17時開演

♪会 場 大ホール
♪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
（市民会館のみ取り扱い）
チケットは下記プレイガイドで発売中

～ＤＶＤ上映会～

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）

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。

陸上自衛隊中央音楽隊岩沼市演奏会

5 月の休館日／4 日㈪、11 日㈪、18 日㈪、25 日㈪、29 日㈮
図書館のホームページ／http://www.iwanumashilib.jp/

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？

※ 5 月 8 日㈮

ゆずり
あい

8 時 30 分より電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

17時30分開場
18時30分開演

♪会 場 大ホール
♪入場料 無料（要入場整理券）
※ 入 場 整 理 券 は、市民会館にて5月19日㈫9時よ
り配付開始。

綾小路きみまろ

6/19㈮13時開場

爆笑スーパーライブ
13時30分開演

♪会 場 大ホール
♪入場料 全席指定 大人5,500円

〕は希望価格

●学習机（12 年使用）
〔無料〕
●子ども用自転車（男児用20 インチ・3 年使用）
〔応相談〕
●ひな人形（七段飾り・30 年前購入）
〔無料〕

○譲ってください 〔

6/5㈮

チケットは下記プレイガイドで発売中
岩沼市民会館、INKサウンド企画 渡辺（☎35-2025）、
渡辺歌謡事務所 加藤（☎090-4886-2090）

〕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〕
●南こばと幼稚園男児制服・体操着（100 ～ 110㎝）
〔応相談〕
●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。

いわぬま市民劇団ウィープ 演劇ワークショップ

おもいっきり声を出して表現しよう！

5/17㈰10時～16時

♪会
♪対
♪

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

場 中ホール
象 演劇に興味がある方、
10月の公演に参加したい方
問
菅井（ sugai1958r@yahoo.co.jp）

有料広告を掲載しています
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国勢調査

月のお知らせ
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調査員募集

平成 27 年 10 月 1 日㈭を調査
期日として、日本国内に住む全て
の人と世帯を対象にした 5 年に
1 度の国勢調査が実施されます。
市では、調査を円滑に実施する
ため、調査員として従事していた
だける方を募集します。
国勢調査の結果は日本の未来を
つくるために欠かせないさまざま
な施策の計画策定に利用されます。
調査員の仕事の内容／調査説明会
出席、調査票の配布、回収整理
など（8 月下旬～ 10 月下旬）
調査員の身分／総務大臣が任命す
る非常勤の国家公務員
応募資格／満20歳以上の方（調査
員任命日（8月29日㈯）に満20
歳に達する方は事前応募可）、責
任を持って調査を遂行できる方、
税務・警察・選挙に直接関係な
い方、暴力団その他反社会的勢
力に該当しない方
申込方法／総務課に用意してある
「国勢調査調査員登録申込書」
に必要事項を記入の上、提出し
てください。なお、調査地域な
どの状況やその他の事情によ
り、登録いただいても選任でき
ない場合がありますので、あら
かじめご了承ください
問／総務課 情報統計係
（市役所 5 階☎内線 508・517）

普通救命講習会を開催します
普通救命講習会に参加して、家
族や知人の大切な命を守るために
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／5月17日㈰ 9時～12時
場所／消防署 3階 会議室
※申し込みは受講日前日まで。
※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
開催も随時受け付けをします。
申込・問／消防署 救急救助係
（☎22-5171）

救急シートホルダーを配布し
ます

市内在住の高齢者や、持病があ
り健康に不安を抱えている方を対
象に「救急シートホルダー」を配
布します。
「救急シートホルダー」とは救
急情報シートに緊急連絡先やかか
りつけの医療機関を記入し、専用
のホルダーに入れ、身に着けてい
ることで救急隊の迅速な救急活動
に役立てるものです。
配布対象者／高齢者（75歳以上）
、
持病があり健康に不安を抱えて
いる（本人もしくは家族）
、
聴覚
障害者、認知症の方など
配付場所・問／消防署 救急救助係
（☎22-5171）
広報いわぬま平成27年4月号の
訂正について

20ページ「まちかどウオッチ
ング」の記事に一部誤りがありま
した。下記のとおり訂正し、お詫
び申し上げます。
【誤】
玉浦小学校では、柄澤一彦校長
から「」とエールが贈られました。
【正】
玉浦小学校では、柄澤一彦校長
から「巣立ちの時を迎えた皆さん、
習い続け、
学び
前向きに意欲的に、
続けよう」
とエールが贈られました。

国・県などから
自動車税の納付
今年度の納期限は 6 月 1 日㈪
です。納税通知書は 5 月上旬に
郵送しますので、納期限までに忘
れずに納付しましょう。
金融機関、
コンビニエンスストア、
各県税事務所の窓口での納付のほ
か、インターネットを利用したク
レ ジッ トカ ード 納付（「 納税！」
で検索）やペイジ－も利用できま
す。口座振替の手続きがすでに済
ん で い る 方 は、6 月 1 日 に 振 り
替えられますので前日までに口座
残高の確認をお願いします。
なお、納税証明書は大切に保管
してください。
問／宮城県仙台南県税事務所
課税について
課税第一班（☎ 022-248-2961）
納付方法・納税証明書について
納税第二班（☎ 022-248-2986）
納税相談について
納税第一班（☎ 022-248-2963）

農業用水の通水が始まります
4 月下旬より農業用水の通水が
始まり、9 月中旬にかけて水路に
は大量の水が流れます。
毎年、全国では数多くの水難事
故が発生しており、尊い命が失わ
れています。水路や溜め池では絶
対に遊ばないように注意していた
だくとともに、ゴミの不法投棄防
止にご協力願います。
問／名取土地改良区
（☎022-382-5211）

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。

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

※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)

商業・法人登記事務の 仙台法務局名取出張所の会社や法人の設立・役員変更などの登記申請事務は、6月1日㈪から

仙台法務局法人登記部門で行うことになります。詳しくはお問い合わせください。
21 広報いわぬま2015.5月号
取扱庁変更について

問／仙台法務局法人登記部門
（☎022-225-5748）
、
仙台法務局名取出張所
（☎022-382-3694）

5月のお知らせ

手話奉仕員養成研修（基礎
課程）受講生募集について

聴覚障害児者などとのコミュニ
ケーションを図るため、手話奉仕
員養成研修（入門課程）の修了者を
対象に手話奉仕員養成研修（基礎
課程）を岩沼市が宮城県聴覚障害
者協会へ委託し開催します。
期間／ 5 月 20 日㈬～ 11 月末
※水曜日に月3・4回。
（全22回予定）
※申し込みの際に日程表を配付し
ます。
時間／ 19 時～ 21 時
場所／勤労者活動センター
対象者／①～④を全て満たす方
①岩沼市に居住または在勤して
いる方
②手話奉仕員養成研修
（入門課程）
の修了証書の交付を受けた方
③ 平 成 12 年 4 月 1 日 以 前 生
まれの方
④一人で受講できる方
※申込日現在 18 歳未満の方は保
護者の承諾が必要です。
受講料／無料
※ 教 材 費 な ど 実 費（3,000 円 程
度）が必要となる場合があります。
定員／ 20 名
申込方法／社会福祉課窓口で申込
書に必要事項を記入の上、お申
込みください
※入門課程の修了証書を確認しま
すので、申込時にお持ちください。
申込締切／ 5 月 11 日㈪
申込・問／社会福祉課
（市役所 3 階☎内線 357）

くらし
市営住宅の管理方法が変わり
ます

市営住宅では、入居者へのサー

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

ビスをより向上させるため、全て
の住宅について、宮城県住宅供給
公社に住宅管理の代行と併せて、
家賃などの徴収事務を委託するこ
とになりました。
新しく建設した災害公営住宅で
はすでに委託を開始しています
が、6 月からは既存の市営住宅の
管理も移行する予定です。
主な管理代行業務内容／
・市営住宅の募集業務
・建物の修繕業務
・家賃や敷金の徴収業務
管理代行対象住宅
災害公営住宅
既存市営住宅
（委託開始済み） （6月から委託開始）
①市営玉浦西
⑦市営亀塚
一丁目住宅
第一住宅
②市営玉浦西
⑧市営亀塚
二丁目住宅
第二住宅
③市営玉浦西
⑨市営亀塚
三丁目西住宅
第三住宅
④市営玉浦西
⑩市営桑原住宅
三丁目東住宅
⑤市営玉浦西
⑪市営栄町住宅
四丁目住宅
⑥市営三軒茶屋 ⑫市営阿武隈住宅
西住宅
⑬市営里の杜
（シルバー
ハウジング）
住宅

問／復興・都市整備課
（市役所４階☎内線 428・429）

毎年5月は
「消費者月間」
です
市では、市民の皆さんの安心・
安全な消費生活の実現を図るた
め、消費者行政の体制強化に取り
組んでいます。
お困りの際は、消費生活相談窓
口にご相談ください。
◆岩沼市消費生活相談
日時／毎週月・水・金曜日
9 時～ 15 時
場所／市民ホール相談室
（第 1・2

月曜は市役所 3 階商工相談室）
※電話での相談も受け付けています。
（☎内線 235）
費用／無料
◆消費生活出前講座
市内の団体やグループを対象に
無料の出前講座を行っています。
詳細は下記までお問い合わせくだ
さい。
問／商工観光課
（市役所 3 階☎内線 322）

第27回
市民文化芸術祭参加者募集

市内で文化活動や芸術活動をさ
れている方の発表の場です。日頃
の成果を発表してみませんか。
開催日／ 11 月 7 日㈯・8 日㈰
対象者／市内を拠点に活動してい
る団体または個人
参加費／文化協会会員:1人500円、
一般個人 :1 人 2,000 円、
中学生
以下の団体 :1 団体 3,000 円
締切／ 6 月 10 日㈬
土・日曜日・祝日を除く９時～
17 時現金を添えて申し込みく
ださい。
申込・問／市民会館・中央公民館
（☎ 23-3434）

春期有害鳥捕獲実施
有害鳥による農作物への被害
を軽減するため、市内猟友会の協
力を得て、銃器での捕獲を実施し
ます。皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
日時／ 5 月 20 日㈬、27 日㈬
5 時～日没まで
区域／市内全域（市街地を除く）
問／農政課
（市役所 3 階☎内線 315）

有料広告を掲載しています

平成27 年度国家公務員「税務職員
採用試験」
（高校卒業程度）について

仙台国税局では税務職員を募集しています。受験申込受付期間／6月下旬
受験資格や受験申込方法などの詳細については下記までお問い合わせください。
広報いわぬま2015.4月号
問／仙台国税局人事第二課試験研修係（☎022-263-1111内線3236）

22

５月
新区長の紹介

（平成 27 年 4 月 1 日付）

行政区
館下第一
氏 名 小野 惣一郎さん

保健・福祉
子宮頸がん検診を受診しましょう

月のお知らせ
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子宮頸がんは、子宮の入り口で
ある子宮頸部の表面の細胞にがん
ができる病気です。日本では年
間約 8,500 人が発症しています。
特に、20 代や 30 代の若年層で
増加傾向にあり、結婚や出産を迎
える年代の女性にとっては深刻な
問題です。子宮頸がんは、初期に
は症状がほとんどなく、自覚症状
が現れる頃には病状が進行してい
ることが少なくありません。検診
を受けることは、子宮頸がん予防
と早期発見への第一歩です。
各種健康診査申込書で子宮頸が
ん検診を申し込んだ方は、受診票
を５月中旬に送付します。これか
ら申し込む方は、下記までお問い
合わせください。
検診期間／ 5月18日㈪～7月18日㈯
対象者／ 20 歳以上の女性
（平成 28 年 4 月1日現在の年齢）
申込・問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 345・346）

妊婦歯科健康診査
市では、妊婦の口腔衛生向上を
目的に、妊婦歯科健康診査を実施
しています。健診希望の方には受
診券を交付しますので、保健セン
ターに申請してください。

対象者／健診を受診する日におい
て市内に住所を有する妊婦（他
市町村ですでに健診を受けてい
る場合は対象外）
受診券交付日／月・水・金曜日の
9 時～ 16 時 30 分（母子健康
手帳と合わせて交付）
受診券交付場所／保健センター
◆受診内容
個人負担金／ 500 円
健診場所／市内指定の歯科医院
健診期間と回数／受診券の交付日
から出産の前日までに 1 回
問／健康増進課（☎内線 349）

岩沼の健幸レシピ普及料理教室
（2回コース）

3 月に完成した『いざという時
に役立つ料理レシピ集』の料理を
体験する料理教室を開催します。
とても簡単に調理できる料理ば
かりです。災害時はもちろん、忙
しいとき、体調がすぐれないとき、
子どもとの楽しい食事作りなど、
普段の食事作りに活用できます。
小さい子ども連れの方（託児あ
り）
、ご夫婦やご家族での参加も
お待ちしています。
日時／①5月27日㈬、
②6月12日㈮
10 時～ 13 時
（受付９時 20 分～）
場所／保健センター
内容／調理実習・講話
定員 ／ 30 人（平成 26 年度の健
康増進課主催の料理教室を利用
されなかった方を優先しますの
で、あらかじめご了承ください）
参加費／ 2 回コース 1 人 600 円
持ち物／エプロン・三角巾・米0.5合、
筆記用品（各回とも）
申込方法／電話申し込み後、健康
増進課または保健センターで参
加費をお支払いください

申込締切／５月 18 日㈪
※託児の希望は、申込時に相談く
ださい。
※『いざという時に役立つ料理レ
シピ集』は、現在１冊 200 円で販
売中です。
問／健康増進課（☎内線 345）

平成27年度岩沼市食生活
改善推進員養成講座

食生活改善推進員は、生活習慣
病予防のために減塩やバランス食
などの料理講習会や、市の食育推
進事業などへの協力など、市民の
皆さんの健康づくりのために活躍
されています。
講座では、健康づくりのための
食生活や運動などの基礎から最新
情報まで幅広く学べます。
ご自身や家族の健康づくりに役立
てながら、市内に健康づくりの輪を
広げるお手伝いをしてみませんか。
日程／全5 回【6 月5 日㈮、
6 月24
日㈬、
7月29日㈬、
9月30日㈬、
10 月30 日㈮】
場所／保健センター
内容／健康づくりのための学習
（各種講話、
調理実習、運動など）
対象／市民で、食生活改善推進員
としてボランティア活動を行う
意欲のある、おおむね 63 歳ま
での方（男女を問いません）
定員／ 20 人
参加費／1,000円
（調理材料費のみ。
テキストなどの教材費は市で負担
します）
申込締切／ 5 月 22 日㈮
申込・問／健康増進課
（☎内線 345・346）

有料広告を掲載しています

広報 4 月号 12 ページ
「大切な予防接種を受けましょう」
の記事に一部誤りがありました。下記のとおり訂正し、

お詫びと訂正 お詫び申し上げます。
23 広報いわぬま2015.4月号

【正】80 歳：昭和 10 年 4 月 2 日～昭和 11 年 4 月 1 日生、
【誤】80 歳：昭和 10 年 4 月 2 日～昭和 11 年 4 月 2 日生

