9月のお知らせ
2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

民図書館からのお知らせ

今月の休館日は22日㈪です

今月は、市主催の行事・コンサートなどはあり
ません。

今月の特集コーナーの紹介
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。

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？

ゆずり
あい

※ 2月 5日㈮ 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

●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
面台等・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×3・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〕
●和装用道行コート（紫・未使用）
〔5,000円〕
●和装用ミンクストール（数回使用）
〔5,000円〕
●ペルシャカーペット（3畳ほど・半年使用）
〔5,000円〕

○一般書のテーマ

「健康」
風邪をひかないよう、健康づくりの本や、
あたたかい料理の本を特集します。

○児童書のテーマ

「せつぶん」
・
「あまいもの」
「せつぶん」にまつわる本や、
「あまいも
の」の絵本・児童書を展示しています。

蔵書点検に伴う休館のお知らせ
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。）
2 月の休館日／ 1 日㈪、8 日㈪、15 日㈪～ 18 日㈭、22 日㈪、
26 日㈮、29 日㈪
市民図書館ホームページ／ http://www.iwanumashilib.jp/

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●岩沼中学校女子制服（160cm）
〔応相談〕
●西こばと幼稚園男児制服（4 ～ 5才対象）
〔応相談〕
●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
〔無料〕
※工房あすなろ（☎内線787、水曜日を除
など）
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
結婚相談会
日時／2月24日㈬ 10時～16時
場所／勤労者活動センター
対象者／49歳までの独身男女また
は結婚適齢者を持つご家族の方
相談時間／1人45分程度
相談料／無料
（2月19日㈮まで要予約）
申込・問／みやぎ青年交流推進セ
ンター（☎022-293-4638
平日10時～17時）

平成27年分所得税などの確定申告について
申告期間／所得税および復興特別所得税：2月16日㈫～3月15日㈫
贈与税：2月1日㈪～3月15日㈫
申告書作成会場／アズテックミュージアム（仙台市太白区中田町杉ノ下18）
※仙台南税務署内には、
申告書作成会場を設置しませんが作成が済んで
いる申告書については、
税務署にも提出できます
（土・日・祝日を除く）。
※駐車可能台数に限りがありますので、申告書作成会場までは公共交
通機関などをご利用願います。
開設期間／2月8日㈪～3月15日㈫（土・日・祝日を除く）
ただし、2月21日㈰・28日㈰は開設します。
受付時間／9時～16時（時間厳守）
◆国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
をご利用ください
確定申告期間中は、申告書作成会場は大変混雑します。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、
画面の案内に従って金額などを入力するだけで、自宅でゆっくりと簡単
に確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書は印刷し
て書面で提出することができます。
また、贈与税の確定申告についても、
「確定申告書等作成コーナー」
がご利用いただけます。
問／仙台南税務署（☎022-306-8001）

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

月のお知らせ
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生活雑貨ペイント

漬物教室

フラワーアレンジ講座

内

✿「ディナーキャンドル作り」
✿白菜キムチ
（グラス使用）
…農家のお母さんが本格的なキムチ
容 …グラスの中に好みの色・香りを の漬け方をおしえます。
入れて世界に1つだけのオリジナル
キャンドル仕上げにします。

日

時

2月15日㈪
9:30～12:30

2月21日㈰
10:00～12:00

2月29日㈪
13:30～15:00

場

所

研修室第2

体験加工室

研修室第2

募

集

10人（最少催行：1人）

20人（最少催行：5人）

10人（最少催行：1人）

締

切

2月5日㈮

2月10日㈬

2月19日㈮

1,000円
（材料費含む）

2,000円
（材料費含む）

3,500円
（材料費含む）

曵地 未紀さん

布田 愛子さん

山本 明美さん

エプロン・三角巾・筆記用具

バケツ・ハサミ・新聞紙
ごみを入れる袋・ホチキス

参加料
講

師

持ち物

エプロン

✿「桃の節句」
（ひなまつりの生花アレンジメント）
…桃、ユリ、バラ、チューリップ、菜
の花、スイートピーなどたくさんの花
材を使った豪華なデザインです。

申込／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスで下記まで。※窓口で直接申込
も可能です。電話での受け付けはしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。申込者へは後日はが
きで内容などをお知らせします。
24-4887）
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787

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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日時／ 2 月 17 日㈬ 13 時 30 分～ 16 時（受付開始 13 時） 場所／山元町中央公民館 2 階
出張ハローワークin
広報いわぬま2016.2月号 大ホール（亘理郡山元町浅生原字日向 12-1） 対象／就職を希望されている方など ※事前申
山元
込不要。 問／ハローワーク仙台 求人サービスコーナー（☎ 022-792-1723）

2月のお知らせ
の入選作品展示会を市民図書館で
行います。皆さまぜひご覧くださ
い。
展示場所／市民図書館 1 階
エントランスホール
展示期間／ 2 月 2 日㈫～ 12 日㈮
正午まで
問／生活環境課
（市役所 3 階☎内線 333）

国・県などから
宮城県の最低賃金の改正
県内の事業場で働くすべての労
働者（臨時、パート、アルバイト
などを含む）に適用される宮城県
最低賃金は、下記の通り改定され
ました。また、下記の業種に該当
する事業場で働く労働者には特
定（産業別）
最低賃金が適用されま
す。
地域別最低賃金
宮城県

時間額
726 円

効力発生日／平成 27 年 10 月 3 日

特定
（産業別）最低賃金
①鉄鋼業

時間額
827 円

効力発生日／平成 27 年 12 月 13 日

②自動車小売業

795 円

効力発生日／平成 27 年 12 月 25 日

③電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
783 円
器具、情報通信機械
器具製造業
効力発生日／平成 27 年 12 月 18 日

詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
問／宮城労働局賃金室
（☎ 022-299-8841）

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

亘理名取共立衛生処理組合
事務所の移転

2 月 8 日㈪より組合事務所を
新ごみ処理施設（岩沼東部環境セ
ンター）に移転します。住所、電
話番号などは下記のとおりです。
名称／亘理名取共立衛生処理組合
事務所および新ごみ処理施設
（岩沼東部環境センター ぽぽか）
郵便番号／ 989-2421
住所／下野郷字新藤曽根 1-1
電話番号／ 22-1717
ファクス番号／ 22-2793
問／生活環境課（☎内線 333）
亘理名取共立衛生処理組合
（☎ 22-1717）

みみサポサロン
聴覚障害のある方やそのご家
族、
手話サークルのみなさんなど、
どなたでもご参加いただける「み
みサポサロン」です。手話や筆談
など、安心できるコミュニケー
ション手段で対応します。事前申
込はいりません。お気軽にお越し
ください。
日にち／ 2 月 19 日㈮
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）2 階
内容／
①「ちょっと待って！悪質商法」
時間／ 10 時 30 分～ 12 時
悪質商法にひっかか
らないためには、まず
「敵を知ること」
。司法
書士によるお話です。
②交流サロン、個別相談コーナー
時間／ 13 時～ 14 時 30 分
気軽におしゃべりをしません
か。個別の相談にも対応します。

問／宮城県聴覚障害者情報センター
（みみサポみやぎ）（☎ 022393-5501
022-393-5502
info@mimisuppo-miyagi.org
ホームページ http://www.
mimisuppo-miyagi.org/）

放送大学

4月生募集

放送大学は、平成 28 年度第 1
学期（4 月入学）の学生を募集し
ています。
放送大学はテレビなどの放送や
インターネットを利用して授業を
行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文
学・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願締切／ 1 回目 2 月 29 日㈪
2 回目 3 月 20 日㈰
※資料を無料で差し上げますので
気軽に放送大学宮城学習センター
（☎ 022-224-0651）までご請求
ください。放送大学ホームページ
でも受け付けています。

職場のトラブル解決を労働局が
お手伝いします

個々の労働者と事業主との間の
トラブル解決を労働局がお手伝い
します。ご照会、ご相談は下記連
絡先まで。
◆仙台総合労働相談コーナー
（仙台労働基準監督署内）
（☎022-299-9075）
◆大河原総合労働相談コーナー
（大河原労働基準監督署内）
（☎0224-53-2154）
◆宮城労働局総合労働相談コーナー
（宮城労働局総務部企画室内）
（☎022-299-8834）

有料広告を掲載しています
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2月
保健・福祉
岩沼市特定不妊治療費助成事業

月のお知らせ

2

市では、特定不妊治療（体外受
精または顕微授精）を受けられた
ご夫婦の経済的負担を減らすた
め、治療費の一部助成を行ってい
ます。
助成希望の方は、助成内容など
を確認の上、健康増進課に申請し
てください。
対象者／ご夫婦またはご夫婦いず
れかが市内に住所を有し、「宮
城県不妊に悩む方への特定治療
支援事業」の承認決定を受けて
いる方
対象となる治療／1 回 の 治 療 期
間の終了日が平成 27 年 4 月 1
日から 28 年 3 月 31 日までの
特定不妊治療（治療の終了した
日の属する年度内に申請が必
要）
助成内容／1 回の治療につき 5 万
円、10 万円を上限に助成（治療
内容により助成額が異なります）
申請受付・問／健康増進課
（市役所 3 階☎内線 347）

乳がん未検者検診の実施
今年度乳がん検診を受けられな
かった方を対象に、乳がん検診を
下記の日程で実施します。
対象の方で、受診を希望する方
は受診票をお送りしますので、健
康増進課までご連絡ください。
日時／ 2 月 28 日㈰・29 日㈪
9 時～ 10 時 30 分
13 時～ 13 時 30 分
場所／保健センター
対象者／①今年度乳がん検診を申

し込んでいて検診を受診してい
ない方
②今年度乳がん検診無料クーポ
ン券対象者で検診を受診してい
ない方
※クーポン券対象の方には 2 月
中旬に受診票をお送りしますの
で、連絡は不要です。
問／健康増進課（☎内線 346）

障害者控除対象者認定書の交付
基準日において要介護認定など
（要支援 2 および要介護 1 ～ 5）
を受けている 65 歳以上の本人ま
たはその本人を扶養されている方
は、確定申告で障害者控除を受け
ることができます。
この控除を受ける際に必要とな
る
「障害者控除対象者認定書」を2
月1 日㈪以降に交付しますので、
必要な方は介護保険被保険者証を
ご持参の上、介護福祉課に申請し
てください。
基準日／平成 27 年 12 月 31 日
（ただし、平成 27 年中に死亡
した場合は､ 死亡した日）
※代理で申請する場合は、委任状
の提出と代理の方の身分を明らか
にする書類（保険証、運転免許証
など）の提示が必要です。
問／介護福祉課
（総合福祉センター
（ あいプラ
ザ）内☎ 24-3016）

は関心のある方（参加無料）
定員／ 30 人程度
持ち物／上履き、飲み物、汗拭き
タオル
申込締切／ 2 月 5 日㈮
申込・問／岩沼西地域包括支援
センター（☎ 36-7266）

「玉浦カフェ」
日時／ 2 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
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
対象／玉浦小学校区の 65 歳以上
の方
定員／ 30 人（要申込）
参加費／ 200 円（お茶代）
※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）

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
つどいで贈呈しました「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）

くらし

介護予防教室
日時／ 2 月 6 日㈯ 10 時～ 12 時
場所／勤労者活動センター
講師／健康運動指導士
滝口 義光 氏
対象／市内の 65 歳以上の方また

「川をきれいにする児童図画・
ポスター」入選作品展示会

河川愛護を広く啓発することを
目的に、阿武隈川水系沿岸市町村
で募集した平成 27 年度「川をき
れいにする児童図画・ポスター」

有料広告を掲載しています
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日時／ 2 月 24 日㈬ 14 時～ 16 時 場所／仙台保健福祉事務所 1 階 大会議室
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里親制度説明会 （塩竈市北浜 4-8-15） 内容／①里親制度に関する説明 ②先輩里親の体験談 ③個別相談
問／宮城県中央児童相談所（☎ 022-784-3583）

