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　　伝統を守り、昔ながらの手作りの香味豊かな逸品を造り続けています。

　　御土産としてもこの上ない逸品です。

　　お問い合わせ・お求めは
☎0223-22-5000

 
 
 
 
 

切り取り 

免許取得応援キャンペーン 
免許をとろう! キャンペーン期間 

５/１(金)   ８/３１(月) 

▲
 

キャンペーン期間中だけのおトクな４つのサービス 

1: 総額より 16,200 円(税込)割引！ 

 

 

2: オーバー分(補修も含む)２時間までサービス！ 

 

 

3: 卒業までオーバー無しなら敢闘賞(クオカード 3,000 円分)プレゼント！ 

 

 

4: 入校時にこの広告を切り抜いてご持参いただくと教本一式(3,240 円)サービス！ 

 

 

(普通自動車のみのサービスです) 

 

 

詳しくは当校ホームページをご覧ください。 

宮城県公安委員会指定 

岩沼自動車学校 
〒989-2435 岩沼市阿武隈一丁目３７ 

[入校・予約のお問い合わせは] 

TEL 0223-24-5231 
岩沼自動車学校    検索 

リサイクル情報コーナー

○譲ります　〔　　〕は希望価格
●子ども用自転車（男児用20インチ・3年使用）〔応相談〕●オイルヒーター（H100× W80・15年前購入）〔無料〕
●西中体操着上下（3年使用）〔格安〕●仙台東高校男子制服一式・体操着上下（3年使用）〔格安〕●ダッフルコート（黒
／紺・男子学生用・3年使用）〔格安〕●セーター・マフラー（紺・男子学生用・3年使用）〔格安〕●柔道着（男子学生用・
1回使用）〔格安〕●じゅうたん（10年前購入）〔応相談〕●レゴ・ダイヤブロック（5年使用）〔無料〕
○譲ってください　〔　　〕は希望価格
●南こばと幼稚園男児制服・体操着（100 ～ 110㎝）〔応相談〕●こばと幼稚園女児制服・帽子（120 ～ 130cm）〔無料〕
●こばと幼稚園女児制服スカート（120 ～ 130cm）〔応相談〕●ベビーベッド〔応相談〕●西中男子制服ブレザー

（165 ～ 170cm）〔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）

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？
※7月 7日㈫　8時 30分より電話にて受け付けします。

ゆずり
あい

7 月の休館日／ 6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、31日㈮
図書館のホームページ／ http://www.iwanumashilib.jp/

今月の特集コーナーの紹介

　毎年恒例の手づくり絵本教室を、今年も開催します。『世界で
たった1つの、自分だけのオリジナル絵本』を作ってみませんか。
日時／ 7 月 28 日㈫～ 30 日㈭　10 時～ 12 時
場所／市民図書館 2 階セミナールーム「千貫」
講師／岩沼よみきかせの会 代表 三浦美智子さん
対	象／市内在住の方（小学校低学年以下の方は保護者同伴）、

全日程参加できる方（絵本は 3日間で完成します）
定員／ 20 人程度　　参加費／ 500 円（材料費）
申込期間／ 7 月 1 日㈬～ 21 日㈫（先着順）
※材料費500円を添えて、図書館カウンターでお申し込みください。

「手づくりえほん教室」について

今月の休館日は20日㈪です

仙台フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会
マイタウンコンサート	in	岩沼

【岩沼市】市民会館
【仙台市】藤崎、仙台三越
【その他】チケットぴあ、ローソンチケット、
	 イープラス

チケットは下記プレイガイドで発売中

8/29㈯ 14時開場　14時30分開演
♪会 場　大ホール
♪入場料　全席自由　一般3,000円
　　　　　　　　　　学生1,500円

○一般書のテーマ「怪談」
　蒸し暑い季節がやってきました。
　お化け・妖怪の話で涼しくなってみませんか。
○児童書のテーマ「空にきらきらお星さま」・「海」
　この時期におすすめの「星」の絵本や、「海の日」
にちなんだ「海」の絵本を展示します。

7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
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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　

　

がい者手帳の有無は問いませ
ん）。その家族、支援者、視覚
障がい者支援に興味のある方

参加料／無料
問	／宮城県視覚障害者情報センタ

ー小澤（☎ 022-234-4047）

※募集種目により、年齢条件や 2
次試験の有無が異なります。
　なお、募集説明会を行いますので、
詳しく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）

　市内在住の勤労者の生活安定を
図るために、生活資金や教育資金
を融資する制度です。
対象／市内在住の20歳以上の勤
　労者で、前年度の税込み年収が
　150万円以上の方
融資金額／2.5％
返済期間／5年以内
担保・保障関係／担保は不要です。
　 ㈳日本労働者信用基金協会の保証

または保証人1人以上必要です
用	途／本人またはその被扶養者の

通勤用自家用車購入、婚姻、出
産、療養、学校、災害の復旧、
葬祭に要する資金
問／東北労働金庫岩沼支店
　（☎29-2222）

テ	ーマ／自由。ただし、小学校 4
年生以下は児童が観察した結果
をグラフ化したもの

規格／72.8cm×51.5cm（B2版）
締切／ 8 月 31 日㈪必着
申	込・問／宮城県震災復興・企画

部統計課企画普及班
　（☎ 022-211-2451）

日時／7 月30 日㈭　10 時～13 時
場所／柴田町地域福祉センター
内	容／講話「視覚障がい者が使え

る福祉制度について」、視覚障
がい者が使える機器や便利グッ
ズの紹介・体験、交流会

対	象／視覚に障がいのある方（障

　岩沼市のラジオ局「エフエムい
わぬま」の生放送番組で、パーソナ
リティを体験してみませんか。「話
すことが大好き」「ラジオの仕事に
興味がある」「ラジオに出てみた
い」そんな元気な小学生を大募集
します。夏休みの思い出作りに、ぜ
ひチャレンジしてください。
参	加対象／岩沼市内の小学生。個

人またはグループ（3 人まで）
※ 7 月 24 日㈮の 13 時から説明
会に参加いただける方。保護者の
同意が必要。保護者の送迎をお願
いします。応募多数の場合は抽選。
出	演番組／毎週金曜日、ＪＲ岩沼

駅サテライトスタジオから生放
送「スマイルジャンクション」内
17 時30 分ごろから約10 分間
実	施日／ 7月 31日、8月 7日、

14日、21日（いずれも金曜日）
申	込方法／電話、はがき、ファク

ス、メールのほか、ＪＲ岩沼駅
サテライトスタジオ、市内の公
共施設に設置している申込用紙
でご応募ください

記	入事項／出演希望日（第1、第2
希望）、志望動機、名前、学校名、
学年、保護者名、連絡先（住所、
電話番号）

締切／ 7 月 15 日㈬必着
申	込・問／〒 989-2464 岩沼市

三色吉字雷神 7-1 ㈱エフエム
いわぬま「キッズパーソナリテ
ィ」募集係　吉田・澤田

　（☎ 23-5080　 23-5084
　  radio@fm779.com）

7
月
の
お
知
ら
せ

国・県などから
勤労者生活安定資金融資制
度のお知らせ

平成27年度自衛官等募集案内

第64回宮城県統計グラフ
コンクール作品募集

視覚障害者情報交流会

募集種目 受付期間
（締切日必着） 1次試験

自衛官候補生
（男子）

7/1㈬ ~
8/28 ㈮

※変更され
ることがあ
ります。

詳細はお問い
合わせくださ
い

自衛官候補生
（女子）

8/1㈯～
9/8 ㈫

9/25 ㈮～
29 ㈫

いずれか1日
を指定

一般曹候補生
9/18㈮・19㈯
いずれか1日
を指定

航空学生 9/23 ㈬㈷
防衛大学校学生

推薦 9/5㈯～9㈬ 9/26㈯・27㈰
総合選抜 9/5㈯～9㈬ 9/26 ㈯

一般前期 9/5㈯～
30㈬ 11/7㈯・8㈰

一般後期
平成28年
1/20 ㈬～

29㈮
平成 28年

2/20 ㈯

防衛医科大学校学生

医学科学生 9/5㈯～
30㈬

10/31 ㈯・
11/1 ㈰

看護学科学生
（自衛官候補
看護学生）

9/5 ㈯～
30㈬ 10/17㈯

エフエムいわぬま夏休み特別
企画「キッズパーソナリティ」
大募集
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もっと上質へ。もっと低燃費へ。
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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　新たな捕獲の担い手を育成し、
イノシシなどの有害鳥獣による農
作物への被害を軽減・防止するた
め、狩猟免許の新規取得に係る費
用の助成をします。
補助対象者／
　 （1）市内に住所を有し、市民

税などの滞納のない方
　 （2）率先して有害鳥獣捕獲に

協力できる方
　 （3）新たに狩猟免許を取得し

た方。ただし、更新は除く
補	助内容／宮城県が開催する狩猟

免許試験の手数料および一般社
団法人宮城県猟友会が主催する
狩猟免許試験受験者用講習会の
受講料の全額を補助します

申	込方法／農政課に備え付けの申
請書など（市ホームページから
も入手できます）に必要事項を
記載の上、11 月 30 日㈪まで
に提出してください

問	／岩沼市農作物有害鳥獣対策協議
会事務局

　（市役所3 階農政課内☎内線315）

　岩沼市では環境基本法および岩
沼市環境基本条例に基づき、環境
基本計画の策定および変更、その
他良好な環境の保全および創造に
関する重要事項を審議する岩沼市
環境審議会を設置しています。市
民の皆さまのご意見を伺い、本市
の環境施策に反映させるため、市
民公募の委員を募集します。
募	集人数／ 2 人（応募多数の場

合は抽選）
募集期間／ 7 月 10 日㈮まで

任期／ 2 年
応	募資格／満20歳以上の市民（市

職員および市議会議員などは除
く）
申込・問／生活環境課
　（市役所 3 階☎内線 333）

【西部地区】
日時／ 7 月 10 日㈮　22 時～ 5 時
場	所／バイパス（国道 4・6 号）

より西側
【東部地区】
日時／ 7 月 17 日㈮　22 時～ 5 時
場	所／バイパス（国道 4・6 号）

より東側
○ 消火栓などから水を出して水道

管の中にある赤さびなどを取り
除く作業を行います。

○ 水圧の低下や赤水が出る可能性が
ありますが、断水にはなりません。

○ エコ給湯器は自動で給水を行い
ますので、元栓を閉じていただ
けると安心です。

○ 受水槽施設がある建物は、受水
槽の元栓を閉じてください。

○ 雨天時は決行いたしますが、大雨や
台風の時は延期する場合があります。
問／水道事業所工務係
　（市役所 4 階☎内線 456･457）

　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）

　法務省が主唱する「社会を明る
くする運動」は、全ての国民が犯
罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちや非行をした少年たちの更生
について理解を深め、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする
全国的な運動です。
　7 月は強調月間として、市内で
の啓発物品の配布や広報車での巡
回など、広報活動が行われます。

７月７月 9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ7月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

狩猟免許取得費用の助成に
ついて

「住まいの復興給付金」申請
相談会（予約不要・無料）

第65回「社会を明るくする
運動」強調月間

岩沼市環境審議会委員を募集
します

水道管の清掃作業について
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　離乳食完了期は、母乳やミルク
から卒業し、食べ物中心の栄養に
かわる大切な時期です。食べ物を
よく噛んで食べる能力を育てる時
期でもあります。そこで、この教
室ではお子さんが離乳食から幼児
食へ上手に移行できるようにアド
バイスを行います。ぜひお子さん
と一緒に参加し、健康な食生活の
ために役立ててみませんか。
日時／ 7 月 24 日㈮
　9 時 30 分～ 11 時 30 分
　（受付：9 時 15 分～）
場所／市保健センター
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 6 月と 7 月生
まれの子と親（家族でも可）
定員／ 25 組　先着順
　（7月1日㈬より電話申込可）
参加費／無料
申込・問／健康増進課
　（市役所 3 階☎内線 345・346）

　市では、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を対象に「寝
具洗濯乾燥消毒サービス」を実施
します。
受付期間／ 7 月 1 日㈬～ 14 日㈫
対象となる寝具／掛け布団・
　敷き布団・毛布各 1 点ずつ
申込・問／介護福祉課（総合福祉

センター あいプラザ内
　☎ 24-3016）

　後期高齢者医療制度の保険証は
8 月 1 日㈯が更新日になってい
ます。新しい保険証は 7 月中に
個別に郵送でお届けします。手続
きは不要で、今お持ちの保険証を
返却する必要もありません。
　今回の更新に伴い、保険証の色
がこれまでの緑色からオレンジ色
に変わります。8 月以降に医療機
関などを受診するときはオレンジ
色の保険証を忘れずに提示してく
ださい。
問／健康増進課（☎内線343・344）

　国民健康保険に加入の70 歳以
上75 歳未満の方にお使いいただ
いている高齢受給者証（ピンク色）
は7 月31 日㈮で有効期間が満了
となり、8 月1 日㈯以降は使用でき
なくなりますので、7 月中に新しい
高齢受給者証（緑色）を個別に郵
送でお届けします。手続きは不要
で、今お持ちの高齢受給者証を返
却する必要はありません。
問／健康増進課（☎内線343・344）

　「介護に活かすアロマテラピー」
介護を継続するためには、ちょっと
したリラクゼーションの時間も大切
です。介護に役立つアロマの知識
を学び、日頃の疲れを癒しましょう。
日時／ 7 月 9 日㈭
　10 時～ 11 時 30 分
場所／北部地区老人憩の家
講師／アロマアンドハーブ ヒソップ
　代表　白勢楓華（しらなりふうか）氏

定員／ 15 人
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／社会福祉協議会地域包

括支援センター（☎ 25-6834）

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／ 7 月 21 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）

　8 月22 日㈯に「いわぬま市民夏
まつり」が開催されます。あなたも
実行委員として夏まつりを盛り上
げてみませんか。当日の手伝いは
もちろんのこと、実行委員会に参
加し、イベントの企画や出店者の
管理などを行います。市民参加の
楽しい祭りにしていきましょう。
問／岩沼市商工会（☎ 22-2526）
　商工観光課（市役所3階☎内線322）

７月７月

7
月
の
お
知
ら
せ

保健・福祉

お詫びと訂正 広報6月号表紙の一部に誤りがありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
【正】June　2015　平成 27 年　No.867　6 月、【誤】May　2015　平成 27 年　No.867　6 月

寝具洗濯乾燥消毒サービス
を実施

8月から後期高齢者医療制度の
保険証が更新になります

8月から高齢受給者証が更新
となります

いわぬま市民夏まつり実行委
員を募集します

家族介護教室を開催します

「玉浦カフェ」を開催します

1歳からの離乳食完了期教室

くらし
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