1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
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
「新年」
新しい年の始まりに、人生訓や格言の本
はいかがでしょうか。新しい発見があるか
もしれません。
○児童書のテーマ
「お正月」
・
「冬」
「お正月」にまつわる本や、
「冬」にぴった
りの絵本・児童書を展示しています。

「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㈰
17時開場

17時30分開演

♪入場料
♪出

蔵書点検による休館のお知らせ
2月16日㈫～18日㈭は、蔵書点検のため休館します。
（東分館・西分館も上記期間はお休みします。
）
1月の休館日／1日㈮～4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、29日㈮
市民図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

演

全席指定
一般前売2,000円（当日2,500円）
岩崎宏美、宗次郎（オカリナ奏者）、
地元合唱団

※当日は、お楽しみ抽選会があります。
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
【仙台市】藤崎
【その他】ローソンチケット（Lコード：24127）

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？
※1月7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

●ふたば幼稚園男児制服・体操着・通園バック（2 年使用）
〔3,500 円〕
●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〕
●デジタルカメラ（補助バッテリー 1 個付・5 年使用）
〔10,000 円〕
●南こばと幼稚園男児制服一式（ブレザー 120cm・長ズボン＆半ズボン 110cm・Y シャツ 120cm・スモッグ
120cm・夏＆冬用帽子・サスペンダー・靴下 16cm・新品同様）
〔応相談〕
●南こばと幼稚園体操着上下一式（120cm・新品同様）
〔応相談〕
●ママコート
（黒・おんぶ抱っこ兼用・数回使用）
〔応相談〕 ●チャイルドシート
（生後2カ月～2才対象・5年使用）
〔無料〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

〔応相談〕 ●西こばと幼稚園男児制服（4 ～ 5 才対象）
〔応相談〕
●岩沼中学校女子制服（160cm）
●南こばと幼稚園女児制服スカート（110 ～ 120cm）
〔500 円〕
●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）
有料広告を掲載しています
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国・県などから
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
康で就業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。
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～
会場／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）

国道４号バイパス

国道４号

月のお知らせ
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東日本大震災時に全国から支援
していただいたことのお返しとし
て、スノーバスター（雪かきボラ
ンティア）を募り、降雪のため不
便な生活をしている地域（尾花沢
市）の支援を行います。
日時／1月30日㈯、2月6日㈯
いずれも8時～19時
※一日のみの活動も可能です。
集合／総合福祉センター（ あい
プラザ）玄関前
場所／山形県尾花沢市内
参加条件／市内在住または勤務し
ている人
募集人数／各日35人
参加費／各日1,000円
（高校生以下は無料）
申込方法／氏名・住所・年齢を下
記まで申し込みください
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
（☎29-3771
29-3341）

県および市町村が税金の滞納者
から差し押さえた動産を売却しま
す。入場は無料です。
日にち／1月16日㈯
日程／
  9時30分～ 開場・公売の説明
10時30分～ 第1回入札
11時30分～ 第2回入札
12時30分～ せり売り開催
13時30分～ 再入札
※出品物の都合で入札中止または
回数や時間などを変更する場合が
あります。
場所／名取市文化会館
（名取市増田字柳田520）
名取駅

スノーバスター
（雪かきボラン
ティア）
協力者募集

宮城県市町村合同公売会
in名取

名取市役所

名取市文化会館

杜せきのした駅

必要なもの／購入代金、印鑑、身
分証明書、委任状（代理で入札
する場合のみ）
問／県税務課（☎022-211-2326）
地方税徴収対策室（☎022-211-6681）

震災孤児遺児を支援します
東日本大震災によって親を失っ
た孤児遺児に対し、将来日本を担
う有意な人材として社会に送り出
すために、代表理事である作曲家
の三枝成彰、小説家の林真理子の
ネットワークを生かし、文化・ス
ポーツなどの専門家が指導、援助
を行います。

対象者／東日本大震災の孤児遺児
（現住所は東北三県以外でも可）
支援内容／学習塾、習い事などに
おける資金面の支援（年間25
万円 程度）
、海外留学の支援、
歯列矯正 の費用負担など
※申込方法など詳しくは下記まで
お問い合わせください。
問／公益社団法人3.11震災孤児
遺児文化・スポーツ支援機構
（☎03-3584-1608）

障害がある人の活動を支える
サポーター養成講座

障害がある人への理解を深め、
障害がある人たちが自立した日常
生活および社会生活を営むことが
できるよう、ちょっとした配慮や
支援ができるサポーターを養成す
る講座を開催します。
日時・テーマ／
日時
テーマ
1月27日㈬
ボランティアに
13時30分
ついて
～15時30分

2月3日㈬
精神障害者の理解
13時30分～16時
2月24日㈬
身体障害者の理解
13時30分～16時
岩沼市の障害（児）
3月2日㈬
の支援
13時30分
～15時30分 知的障害者の理解

場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2階  大会議室
対象者／障害がある人の活動を支
えたい人、ボランティア活動に
関心がある人など
定員／各20人（受講料無料）
申込方法／氏名・住所・連絡先を
下記までお申し込みください
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
（☎29-3771
29-3341）

有料広告を掲載しています
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福祉のしごと 日時／2月4日㈭ 13時～16時 場所／仙台市情報・産業プラザ 対象／介護、看護、保育など福祉の仕事に
就職を希望する方 参加事業所／福祉関連事業所約30社 持ち物／ハローワーク登録者はハローワークカ
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面談会
ードまたは雇用保険受給資格者証 ※申込不要・入場料無料。 問／ハローワーク仙台（☎022-299-8821）

9月のお知らせ
1月のお知らせ

新春の岩沼をご案内
～ 開 運！まち な か「 ちょい 」
めぐり～

新春の岩沼を観光ボランティア
ガイドと一緒に「ちょい」めぐり
しませんか？「竹駒神社のことっ
てよく知らない」、「まちなかは車
で通るだけかも」といった皆さん
のご参加をお待ちしています。
日時／1月21日㈭ 9時～12時
集合場所／竹駒神社
参加費／無料 定員／30人
締切／1月18日㈪
申込・問／商工観光課
（市役所3階☎内線323）

消火栓の除雪に
ご協力ください

消防署では、火災が発生した際、
一刻も早く消火栓が使用できるよ
う巡回し除雪を行っています。
しかし、降雪直後などは間に合
わない場合がありますので、自宅
の周辺に消火栓がありましたら、
お手数をお掛けしますが除雪にご
協力くださるようお願いします。
問／消防署警防課 警防係
（☎22-5171）

第36回岩沼市公民館まつり

家屋を取り壊したときなどは
お知らせください

平成27年中に①家屋を取り壊
した場合、
②相続した場合、
③新・
増築し、
登記する予定がない場合、
2月1日㈪までに税務課固定資産
税係へ届け出が必要です。
問／税務課 固定資産税係
（市役所2階☎内線248）

平成28年度学校給食用食材
納入業者説明会

市内小中学校の給食用食材の納
入希望業者の説明会を開催しま
す。説明後に物資の規格書、納入
条件、申請書など関係書類をお渡
しします。
日時／1月12日㈫ 14時30分～
場所／総合体育館 2階 会議室
申込・問／学校教育課
（市役所5階☎内線562）

入浴事故を予防しましょう
入浴中に関連した死亡事故は、
年間1万件以上も発生しており、
その数は交通事故よりも多く発生
しています。特に「ヒートショッ
ク」が原因で事故になるケースが
多く見られます。
「ヒートショック」とは？
温度の急激な変化により血圧が
変動し、失神や不整脈、冠動脈の
きょうさく
こうそく
狭窄、梗塞により心筋梗塞や脳梗
塞などを引き起こしてしまうこと
を言います。特に冬場に見られ、
高齢者に多く発生します。
「ヒートショック」を防ぐため、
次のことに気を付けましよう。
①脱衣所を暖かくする。
②浴室を入浴前にシャワーのお湯
などで暖める。
③飲酒後、食後の入浴を控える。
④高温での入浴を控える
（湯温41度を超えない）。
以上の点に注意し、ご家庭での
入浴事故を未然に防止しましょう。
問／消防署警防課（☎22-5171）

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
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／1月下旬～(状況により変動する場合があります)

線

フレスコキクチ
薬王堂●

至岩沼西中学校

信号機
（1月下旬設置予定）

王

蔵

沼

岩

道

至村田

県

舞台部48団体、展示部20団体、
バザー部5団体の方々が、1年間
の学習と練習の成果を披露します
ので、ご観覧ください。入場無料
です。
日にち／2月20日㈯・21日㈰
※開催時間については決まり次第
広報などでお知らせします。
場所／市民会館・中央公民館
問／中央公民館（☎23-3434）

問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

車は今後通り抜けできません

市道朝日竹の里線
市道

至岩沼駅

栄町

堀内

線

新たな路線
廃止となる路線

問／復興･都市整備課（市役所4階☎内線425・426）
有料広告を掲載しています

「北方領土の日」
宮城県富谷町集会

日時／2月7日㈰ 10時30分～12時30分 場所／富谷武道館 ※送迎を行います（定員20人）。
参加を希望される方は、
1月8日㈮までにお申し込みください。
広報いわぬま2016.1月号
申込・問／総務課総務係 （市役所5階☎内線517）
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1月
保健・福祉
おいしくってヘルシー！
生活習慣病予防料理教室

月のお知らせ

1

簡単に作れておいしい、健康バ
ランス食を体験できる人気の教室
です。今年は、テーマ別に行いま
すので、ぜひご参加ください。
これから料理づくりを始めたい
方、男性やご夫婦、小さいお子
さん連れでの参加も大歓迎です。
（託児もあります）
日程・テーマ／1月27日㈬
「早食いストップ！よく噛む
メニューで糖尿病予防」
時間／9時30分～13時
（受付：9時20分～）
場所／保健センター
内容／調理実習・講話・軽運動など
定員／30人（先着順）
参加費／300円
持ち物／エプロン・三角巾・筆記
用具・米0.5合
申込方法／随時申し込み受付中で
す。参加費をご持参の上、健康
増進課または保健センターにお
越しください
※託児希望は申し込み時にご相談
ください。
締切／1月15日㈮
問／健康増進課
（市役所3階☎内線345）

もうお使いですか？
「敬老商品券」

平成27年9月13日の敬老のつ
どいで贈呈した「敬老商品券」の
有効期限は平成28年3月15日㈫
までとなっています。3月16日㈬
以降は使用できませんので、早め
にご使用ください。
問／介護福祉課（☎24-3016）

玉浦カフェ
日時／1月19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）

市民向け成年後見制度研修会
少子高齢化に伴い、認知症など
により判断能力が十分でない方が
増えており、今後、これらの方々を
援助するための手段の1つである
成年後見制度を正しく理解するた
めの市民向け研修会を開催します。
日時／1月21日㈭
13時30分～15時
（受付：13時～）
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2階 大会議室
講師／仙台家庭裁判所
主任書記官 高橋 和之氏
対象／年齢問わずどなたでも
問／介護福祉課（☎24-3016）

くらし
普通救命講習会
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／1月17日㈰ 9時～12時
場所／消防署 3階会議室
※実技も行いますので動きやすい
服装でお越しください。
※申込期限は受講日前日までです。
※なお、
5人以上の団体やご家族な
どの開催も随時受付をします。
※児童・学生などを対象とした講
習も行います。
（事前連絡）
申込・問／消防署警防課  
救急救助係（☎22-5171）

平成28年岩沼市成人式
日時／1月10日㈰
13時30分開式（受付：12時30分～）
会場／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）

第15回文化財企画展
「すこし昔のくらし～灯す～」

暗闇にひかりを灯し、暖かさと
やすらぎをもたらす“あかり”。くら
しに欠かせないあかりは、
昔から
た い ま つ とうみょう ろ う そ く ちょうちん あ ん ど ん
松 明、灯 明、蝋 燭、提 灯、行 燈、ラン
プ、電灯とさまざまに形を変化させ
ながら、
くらしの中に溶け込んでい
る身近な存在です。今回は、岩沼市
ですこし昔に使われていた “灯す”
道具にスポットを当てた企画展を
開催します。
開催期間／1月12日㈫～4月24日㈰
開催場所／市民図書館 2階
ふるさと展示室
開館時間／10時～17時（入場無料）
休館日／毎週月曜日および館内整
理日（2月26日㈮、3月31日㈭）
問／ふるさと展示室
（☎25-2302）

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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