6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22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
「環境」
最近、蔵王山の火山活動がニュースになって
います。地球環境に関係した本を特集します。
○児童書のテーマ
「雨の日ってたのしいね」・「環境」
雨の日に読んでほしいお薦めの絵本や、
環境に関する児童書を展示します。

岩沼市史

綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ
6/19㈮ 13時開場

13時30分開演

♪会 場
♪入場料

大ホール
全席指定 大人5,500円

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）

第４巻・第５巻について

５月に刊行された岩沼市史『第 4 巻 資料編Ⅰ考古』、
『第５巻 資料編Ⅱ古代・中世』を、図書館でも受け入れ
ました。どうぞ、ご利用ください。
※販売は２階「ふるさと展示室」で行います。
6 月の休館日／1 日㈪、
8 日㈪、
15 日㈪、
22 日㈪、
26 日㈮、
29 日㈪
図書館のホームページ／http://www.iwanumashilib.jp/

リバーサイドブラス in 2015

6/21㈰ 13時開場

13時30分開演

♪会 場
♪入場料

大ホール
一般前売400円（当日600円）
小学生以下無料

チケットは下記プレイガイドで発売中
岩沼市民会館

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？

※ 6 月 5 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 〔

〕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〕
●ウェディングドレス・ベール・グローブ（白・155㎝・10 年前購
入）
〔無料〕●オイルヒーター（H100× W80・15年前購入）
〔無料〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●こばと幼稚園女児制服（120 ～ 130cm）
〔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）

みんなで歌う第九の会

団員募集

♪募集期間 6月１日㈪～7月20日㈪
♪募集対象 小学生以上の男女
♪参 加 費 10,000円
※ただし、高校生以下は無料。
♪管 弦 楽 仙台フィルハーモニー管弦団
♪指
揮 岩村 力
♪合唱指導 赤尾 裕子
♪申込・問 岩沼市民会館
みんなで歌う第九の会
上野（ 090-9426-3547）
武田（ 090-5849-6799）
本公演

12月20日㈰

14時30分開場
15時開演

有料広告を掲載しています
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特設人権相談所
6 月 1 日は、昭和 24 年のこの
日に人権擁護委員法が施行された
ことにちなみ「人権擁護委員の日」
になっています。この日を記念し
て人権に関する特設相談所を開設
します。
相談は無料で、相談内容の秘密
は守られます。当日は、電話相談
も受け付けますので、気軽にご相
談ください。
日時／ 6 月 8 日㈪ 9 時～ 16 時
場所／市民ホール相談室
（市役所 2 階☎内線 235）
問／さわやか市政推進課
（市役所 6 階☎内線 643）

クールビズの実施について

月のお知らせ
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市では、地球温暖化対策の一環
として、庁舎などの冷房温度を28
度に設定することとしています。
このため、夏季期間（6 月～10 月）
については、職員が軽装により職
務に当たっていますので市民の皆
さんのご理解とご協力をお願いし
ます。なお、これまでどおり、職員
は胸に名札を付けていますので、
気軽にお声掛けください。

国・県などから
障害者検診事業
身体に障がいがある方を対象に
運動機能（筋力、関節の動き、歩
行速度など）を評価します。二次
障害の予防や健康づくりを目的に
自分の運動機能・身体状況をチェ
ックしてみませんか。
費用／無料

※診察（レントゲンなど）を希望
された場合は保険診療（有料）と
なります。
日時／平成 27 年 5 月～ 12 月
第 2 水曜日・第 4 金曜日
（定員制・要予約）
対象／身体障害者手帳（肢体不自
由）を所持する 18 歳以上の方
問／宮城県リハビリテーション支
援センター
（☎022-784-3592 
022-784-3593
rehabilicl@pref.miyagi.jp）

エフエムいわぬま職員募集
職務／ラジオパーソナリティ（収
録・司会・編集などを含む）お
よび営業職
雇用形態／契約社員
（正社員登用可）
免許・技能／普通自動車免許、パ
ソコン操作
採用条件／面談の上、経験などに
応じて決定
申込／履歴書を 6 月 15 日㈪まで
に 送 付（ 〒 989-2464 岩 沼
市三色吉字雷神 7-1）
問／㈱エフエムいわぬま
（☎ 23-5080）

自衛官等募集案内
募集種目／自衛官候補生（男子）
応募 資格／ 18 歳以上～ 27 歳未
満の日本国籍を有する男子（採
用予定日の 1 日現在）
※締切日・試験期日などの詳細は
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
natori-miyagi@rct.gsdf.mod.go.jp）

平成27年度戦没者遺児による
慰霊友好親善事業のお知らせ

日本遺族会は、
「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」の参加者
を募集しています。
同事業は、厚生労働省から補助
を受け実施しており、先の大戦で
父などを亡くした戦没者の遺児を
対象として、父などの戦没した旧
戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとと
もに、同地域の住民と友好親善を
図ることを目的としています。
実施 地域／①旧満州、②旧ソ連、
③西部ニューギニア、④ボルネ
オ・マレー半島、⑤マリアナ諸島、
⑥東部ニューギニア、⑦中国、
⑧トラック・パラオ諸島、⑨ソ
ロモン諸島、⑩ミャンマー、
⑪フィリピン、⑫終戦 70 周年
記念洋上慰霊、⑬マーシャル・
ギルバート諸島
参加費／ 10 万円
申込／宮城県連合遺族会
（☎ 022-223-2893）
問／日本遺族会事務局
（☎ 03-3261-5521）

「子どもの人権110番」
強化週間

6 月 22 日㈪～ 28 日㈰までの
7 日間を全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間と定め、時間を
延長して相談電話を開設します。
相談は無料で、
予約も不要です。
気軽にご相談ください。
日時／ 6 月 22 日㈪～ 26 日㈮
8 時 30 分～ 19 時、
27 日㈯・28 日㈰ 10 時～ 17 時
電話番号／フリーダイヤル 0120007-110
問／仙台法務局人権擁護部
（☎ 022-225-5743）

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)
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9月のお知らせ
6月のお知らせ

くらし
水防工法訓練を行います
台風などの大雨で阿武隈川が急
激に増水し、堤防が決壊したこと
を想定して、岩沼・名取両市水防
団による水防工法訓練を行います。
日時／ 6 月 28 日㈰ 10 時～
場所／阿武隈川分水路東側押分地内
※当日は、演習招集訓練のため、
7 時にサイレンを鳴らしますの
で、火災や各種警報と間違わない
ように注意願います。
問／消防署警防課（☎ 22-5171）

学校プール臨時監視補助員
募集(募集10人程度）

勤務場所／市内各小・中学校
勤務日／夏休み期間のプール開放日
勤務時間／ 8 時 30 分～ 16 時
時給／ 740 円
応募資格／泳ぐことができる高校
生および大学生ほか（7 月 12
日㈰ 13 時～ 17 時の普通救命
講習会を受講できる方で、未成
年者の場合は、保護者の承諾を
得られる方）
受付期間／ 6 月 1 日㈪～ 12 日㈮
（履歴書持参時に面接を行いま
すので、平日の 8 時 30 分から
17 時までにお越しください）
受付・問／教育委員会教育総務課
（市役所 5 階☎内線 553）

「岩沼学び塾」スタッフ募集
内容／市内小・中学生の夏休み中
の学習支援
期間／8月3日㈪～7日㈮の5日間
8月18日㈫～21日㈮の4日間
時間／ 8 時 30 分～ 11 時 30 分

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

場所／玉浦小学校・中央公民館・
西小学校のいずれか
謝金／ 1 時間につき 1,000 円
募集対象／教職経験者・子どもの
学習支援を希望する方など
人数／ 10 人程度
問／教育委員会学校教育課
（市役所 5 階☎内線 561）

ご存知ですか？
「子ども110番の家」

「子ども 110 番の家」は、子ど
もを狙ったストーカー行為や声掛
けなどの悪質な犯罪から、駆け込
み避難所や保護する場所として、
小中学生の安全を見守り助ける場
所です。現在、通学路周辺の民家
や店舗など、約 200 件の方々に設
置のご協力をいただいています。
子どもたちを地域全体で守るた
め、
「子ども 110 番の家」への登
録をお願いします。
問／各小学校・生涯学習課
（市役所 5 階☎内線 572・573）

6月7日㈰は「春の早朝クリー
ンいわぬま」です

毎年、
6 月 5 日㈮の「環境の日」
を含む 6 月の 1 カ月を
「環境月間」
とし、全国で環境に関するさまざ
まな催しが行われます。市では、
6 月 7 日㈰に「春の早朝クリー
ンいわぬま」を実施します。
「住
みよい清潔で美しいまち」にする
ため、町内会など、地域ぐるみに
よる参加をお願いします。
内容／居住地周辺の清掃、公園・
緑地・水辺など公共の場の清掃、
道路沿いに散乱している空き缶
や空き瓶の回収
問／生活環境課
（市役所 3 階☎内線 333）

「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。
詳しくは、ホームページをご覧
いただくか、住まいの復興給付金
事務局にお問い合わせください。
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。
日時／ 7 月 3 日㈮・4 日㈯
10 時～ 18 時
場所／玉浦公民館 大会議室
問／住まいの復興給付金事務局
(☎0120-250-460 9時～17時
ホームページ
http://fukko-kyufu.jp）

シルバー人材センター
会員募集

市内に居住する 60 歳以上の健
康で働く意欲のある方ならどなた
でも会員になり、仕事に従事する
ことができます。お気軽に入会説
明会にお越しください。
入会説明会以外にも、随時、事
務局で入会の説明・相談を行って
います。
入会説明会／毎月第 2 月曜日（祝
日の場合は翌日）13 時 30 分～
場所／岩沼市シルバー人材セン
ター会議室
（岩沼郵便局北隣り）
問／岩沼市シルバー人材センター
（☎ 24-6678）

有料広告を掲載しています

岩沼市放課後子ども教室（の 子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか。 内容／子どもたちが安全に楽しく
過ごせるように見守る活動です 場所／岩沼西小（月曜日）
、玉浦小・岩沼南小（木曜日）
、岩沼
びやか教室）ボランティア募集 小（金曜日） 時間／放課後 2 時間程度 問／生涯学習課（☎内線広報いわぬま2015.6月号
572・573） ※随時受け付け。
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６月
保健・福祉
「平日夜間初期救急外来」
看護師募集

岩沼亘理地区平日夜間初期救急
外来で働ける方を募集します。
勤務日／毎週月～金曜日（応相談）
時間／ 18 時 30 分～ 22 時 30 分
時給／ 2,500 円
勤務場所／総合南東北病院内岩沼
亘理地区平日夜間初期救急外来
応募資格／看護師免許所持・経験者
受付・面接／総合南東北病院総務
課に電話連絡の上、履歴書持参
時に面接（☎ 0223-23-3151）
問／健康増進課
( 市役所 3 階☎内線 345)

乳幼児保健講座

月のお知らせ
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病院がお休みの夜間や日曜日な
どにお子さんの具合が悪くなった
らどうすればいいのでしょうか。
一番最初に異変に気付くお父さん
お母さんに、小児科の医師が気が
かりな症状の見分け方をお話しし
ます。ぜひご参加ください。
日時／ 6 月 18 日㈭
10 時～（受付 9 時 30 分～）
場所／保健センター
テーマ／「こどもの救急とかかり
やすい病気～こんな時どうすれ
ばいいの？～」
講師／森川こどもクリニック
院長 森川 貴美子氏
対象／乳幼児をもつ親、市民
参加費／無料
※託児ご希望の方は事前申し込み
が必要です。前日までに健康増進
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（☎内線340・349）

 戦没者などのご遺族の皆様へ

第10回特別弔慰金が支給さ
れます

戦後 70 周年にあたり、今日の
我が国の平和と繁栄の礎となった
戦没者などの尊い犠牲に思いをい
たし、国として改めて弔慰の意を
表するため、戦没者などのご遺族
に特別弔慰金（記名国債）が支給
されます。受給するには請求手続
きが必要です。
支給対象者／戦没者などの死亡当
時のご遺族で、平成 27 年 4 月
1 日において、
「恩給法による公
務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」
などを受ける方がいない場合に、
ご遺族お一人に支給されます。
支給内容／額面 25 万円、
5 年償還の記名国債
請求期間／平成 27 年 4 月 1 日～
平成 30 年 4 月 2 日
※請求期間を過ぎると第 10 回特
別弔慰金を受けることができなく
なりますので、ご注意ください。
請求窓口／社会福祉課
（市役所 3 階☎内線 353）

障害者就職相談会のお知らせ
岩沼市障害児者地域自立支援協
議会主催で障害がある方とそのご
家族を対象に就職相談会を開催し
ます。
「必要な情報を知りたい」
「働
きたいけど、何をしたらよいか分
からない」などお悩みの方にお勧
めします。就労支援専門機関のス
タッフが対応します。ぜひご参加
ください。
日時／ 6月 20日㈯ 10時～ 12時
場所／市役所 6 階 第 1 会議室
対象者／市内在住で障害者枠での

就職を希望する方とその家族
問／社会福祉課（☎内線 355）

家族介護教室
遺言 ･ 相続の基礎知識につい
て、専門家の先生が分かりやすく
説明します。
ぜひご参加ください。
日時／ 6 月 19 日㈮
14 時～ 15 時 30 分
場所／北部地区老人憩いの家
講師／大河原公証役場
公証人 紺野 清幸氏
定員／ 30 人程度
参加費／無料
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
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」
を開催します
～笑う門には「健幸」来(き
た)る～

しゃべって笑って楽しい時間を
過ごしませんか。
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
日時／ 6 月 16 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
定員／ 20 人（要申し込み）
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、
お手伝いをしていただける
ボランティアも募集しています。
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター（☎ 25-6656）

有料広告を掲載しています
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歯科衛生士（非常勤臨時 対象／歯科衛生士免許を取得し、心身ともに健康な方 業務内容／乳幼児健診、成人保健事業など
広報いわぬま2015.6月号勤務時間／ 3 ～ 4 時間程度（月 4 回） 勤務場所／岩沼市保健センター 賃金／時給 950 円
職員）を募集します
募集人数／若干名 持ち物／履歴書・免許証の写し 申込・問／健康増進課予防衛生係（☎内線 345,346）

