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9月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ3月のお知らせ　問い合わせは、岩沼市役所（☎22-1111・ 24-0897）へ

今月の休館日は21日㈪です

○一般書のテーマ
「卒業・旅立ち」
　新生活に向けて、ひとり暮らしや節約な
どの本を展示します。
○児童書のテーマ
「もうすぐ春だね」・「ことばあそび」
　春の訪れを感じる絵本や、「ことばあそび」
が楽しめる本を展示します。

市民図書館からのお知らせ

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？

○譲ります　〔　　〕は希望価格

●デジタルカメラ（ニコン・補助バッテリー1個付き・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 ] ●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 ] ●折りたたみベッド（2カ月使用）[ 無料 ] ●ラン
ドセル（赤・6年使用）[2,000円 ] ●西中男子制服一式（3年使用・L サイズ・
Y シャツあり・ネクタイなし）[5,000円 ] ●西中女子制服一式（3年使用・LL
サイズ・ブラウスなし）[5,000円 ] ●英和辞典（3年使用）[ 無料 ] ●ハムス
ターケージ（5年使用）[ 無料 ] ●西小体操着（150cm・6年使用）[ 無料 ]

○譲ってください　〔　　〕は希望価格

●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 ] ●ひよこ園男児制服、体操着、
通園バッグ（4才児程度対象）[ 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）

※3月8日㈫　8時30分より電話にて受け付けします。

会員種類 年会費 会員の範囲 予約･
割引枚数

個人会員 1,000円 本人のみ 2枚まで

法人会員 5,000円 事業所 10枚まで

　「市民会館文化鑑賞会員」制度は、市民
会館が主催するイベントをより多くの方
に、良い席で、より安く鑑賞していただく
ための会員制度です。

4月1日（またはご加入の日）
～平成29年3月31日

♪会員期間

♪受付・更新開始日
3月1日㈫
※3月1日以降随時受け付けします。
♪入会・更新の手続き
　市民会館窓口に設置している申込書に
必要事項を記入し、年会費を添えて市民
会館にお申し込みください。

♪会員の種類

3月の休館日／7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、31日㈭
市民図書館のホームページアドレス／
　http://www.iwanumashilib.jp/　

2016年度
市民会館文化鑑賞会員
受付開始

♪会員特典
○毎月、催物予定案内をお送りします。
○市民会館が主催するイベントの入場券

を一般発売の前に電話予約できます。
○市民会館が主催するイベントの入場券 

を１割前後の割引価格でご購入いただ
けます。ただし、割引価格でのご購入
は、市民会館のみの取り扱いに限り
ます。

今月の特集コーナーの紹介

ゆずり
あい

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　
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国・県などから

女性司法書士による女性
のための無料法律相談会

セクハラ・DV・借金・相続・親の介護などについて女性司法書士が無料で相談を行います。
詳細については下記までお問い合わせください。日程／ 3 月 12 日㈯　対象／県内に在住
または県内に職場のある女性　問／宮城県司法書士会（☎ 022-263-6755）

　押分排水機場の排水ポンプ動作
確認・点検を2月29日㈪～3月4日
㈮の間で行います。
　期間中、五間堀川の水位(志引橋
地点)が最大1m程度上昇します。
　この動作確認・点検は毎年1回こ
の時期に実施しており、操作員に
よる運転手順の確認を行うととも
に点検を実施して、市民の皆さま
が安心して生活していただけるよ
うに実施するものです。ご理解と
ご協力をお願いします。

水位上昇区間：…で囲んだ区間

問／国土交通省仙台河川国道事務
　所防災課（☎022-248-0064）

　郵政民営化（平成19年10月1日）
より前に郵便局にお預けいただい
た定額郵便貯金、定期郵便貯金は、
法律の規定により、満期後20年2
カ月たつとお客さまの権利が消滅
し、払い戻しが受けられなくなりま
す。払い戻しの手続きは最寄りの
郵便局やゆうちょ銀行でお早めに
お願いします。併せて簡易生命保
険の満期日も、お確かめください。
詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
問／独立行政法人郵便貯金・簡易
　生命保険管理機構（☎03-5472-
　7101）

活	動期間／7月1日～平成29年6月
30日（1年間）
活	動内容／阿武隈川沿いをモニタ

リングし、情報・要望を報告する
応募資格／20歳以上の方2人程度
報酬／月額4,580円程度
応募期間／4月11日㈪～5月9日㈪
　詳しくはお問い合わせください。
問／仙台河川国道事務所岩沼出張
　所（☎22-2801）

阿武隈川

押分排水機場

志引橋

● 総合体育館
● 市民会館

●
警察署

●消防署

岩沼市役所●

国
道
４
号

国
道
６
号

分派水門

　募集種目ごとに年齢条件などがありますので、下記まで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）

　訪問診療を受けている方、通院
が難しい方に向けて総合南東北病
院の管理栄養士がご自宅にお伺い
してアドバイスします。（平成28年
4月より開始）
◆相談の内容
　○食欲がない、最近急にやせた
　○元気や意欲がなくなった
　○噛むことや飲み込むことが難
　　しくなった
　○床ずれを良くしたい・予防し
　　たい
　○糖尿病・高血圧・脂質異常症
　　の食事相談がしたいなど
※本人や家族の悩みや要望に合わ
せ、栄養計算・栄養状態の評価・
献立の提案などをします。
料	金／医療保険の方は約1,590円
（3割負担時）、介護保険の方は約
530円（1割負担時）

※その他、材料費や交通費がかか
ることがあります。
問	／①総合南東北病院栄養管理課
（☎23-3151）、②総合南東北病
院を利用の方は、在宅医療室、
訪問看護師などにお問い合わせ
ください

種目 応募資格 受付期間（締切日必着） 試験日

幹部候補生
（一般・歯科・薬剤） お問い合わせ

ください

3月1日㈫～5月6日㈮ 1次：5月14日㈯・15日㈰　※15日㈰は飛行要員のみ。
2次：6月14日㈫～17日㈮のうち指定する日

予備自衛官補
（一般・技能）

4月8日㈮まで
（現在受け付け中） 4月15日㈮～19日㈫ のうち指定する日

自衛官等募集案内

五間堀川の水位が上がります

はじめます
管理栄養士の在宅訪問

満期を過ぎた郵便貯金・簡易
生命保険はありませんか

河川愛護モニター募集
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軽自動車の名義変更手続き
や車検はお早めに

毎年3月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。手続きは
早めに済ませるよう、ご協力をお願いします。　問／軽自動車検査協会宮城主管事務所

（☎050-3816-1830）窓口の受付時間8時45分～11時45分、13時～16時（土日・祝日を除く）

　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／3月20日㈰　9時～12時
場所／消防署 3階 会議室
申込期間／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します。
申込・問／消防署救急救助係
　（☎22-5171）

　岩沼市在住の高齢者や、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
　○認知症など
申込・問／消防署救急救助係
　（☎22-5171）

　亘理名取共立衛生処理組合で
は、新ごみ処理施設（岩沼東部環
境センター）の運転開始に伴い、
一般家庭からの直接ごみの受け入
れと許可ごみの受け入れを開始し
ます。
　受け入れできる日は、祝日を含
む月曜日～土曜日（年末年始を除
く）となりますが、日曜日の受け
入れはできなくなります。
　このことに伴い、亘理清掃セン
ターでは可燃ごみ（粗大ごみを除
く）とプラスチック製容器包装類
の受け入れができなくなります。
　また、名取クリーンセンターと
岩沼清掃センターへは、すべての
ごみの受け入れができなくなりま
すのでご注意ください。
問／生活環境課
　（市役所3階☎内線333）
　亘理名取共立衛生処理組合
　（☎22-1717）

　皆さんの手で花のあふれるまち
にしてみませんか。 現在、町内
会をはじめ、子ども会や事業所な
ど約60会員で構成されています。
　年に2回、会員の方へ花苗の配
布を行い、各地域に花の植栽活動
や、会員の皆さんと市内にある花
壇をきれいにする緑化活動を行っ
ています。花や緑に興味をお持ち
の方はお気軽にご連絡ください。
問／花や木のまちを創る岩沼市民
　ネットワーク事務局（生活環境
　課内☎内線333）

　
　ニッセイ緑の財団は、千年希望
の丘相野釜公園内に「地域の方々
の憩いの場」と「故郷を思い出せ
る場」を創出する森林づくりを開
始します。
　今年は、支援事業の参加校であ
る埼玉県皆野町の小学生が宮城県
内で採れたドングリを育てた苗木を
含む約900本を植樹し、来年以降
も継続的に植樹を行う予定です。
　どなたでも参加できますので、
多くの方のご来場をお待ちしてい
ます。
※参加費は無料です。
日時／4月10日㈰　10時～15時
　（雨天決行、荒天中止）
場所／岩沼市下野郷字浜地内
　（千年希望の丘相野釜公園・仙
　台空港の東側）
申込締切／3月30日㈬
申	込／住所・氏名・年齢・連絡

先（電話番号・メールアドレス）
を下記までメール、ファクスま
たは電話でご連絡ください（詳
細は後日連絡します）
申込・問／公益財団法人ニッセイ
　緑の財団（☎03-3501-9203
　 03-3501-5713　
　 info@nissay-midori.jp）

　3月の広報テーマは「テレビ会
議をご存じですか？」です。詳しく
は、最高裁ウェブサイト（http://
www.courts.go.jp/）をご覧くだ
さい。
問／仙台地方裁判所事務局総務課
　広報係（☎022-222-6115）

普通救命講習会 4月1日以降のごみの受け入れ
について

植樹ボランティアを募集します

裁判所からのお知らせ

救急シートホルダーを配布し
ます

花
はな
や木

ぎ
のまちを創る岩沼市民

ネットワーク会員募集
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保健・福祉

自動車の登録・検査の
手続きはお早めに

毎年、3 月は自動車の登録・検査の申請が集中するため、待ち時間が 3 時間を超える状況とな
っています。手続きなどをお考えの方は、早期の申請をお願いします。　問／東北運輸局宮城
運輸支局 登録関係（☎ 050-5540-2011）・検査関係（☎ 022-235-2517（「2」をプッシュ））

　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、お早めにご使用ください。
問／介護福祉課高齢者生きがい係
　（総合福祉センター あいプラ
　ザ内☎24-3016）

内容／散歩の方法や効果を学び、
　健幸づくりの輪を広げる
講師／㈱FIT-R健幸工房
　後藤 裕介 氏
開	催日／平成28年4月～平成29

年3月の毎月第4金曜日（12月
のみ第3金曜日）・全12回
時間／10時～11時
場	所／赤井江マリンホーム 1階 地

域交流室および市内ウオーキン
グコース
定員／20人（要申し込み）　
参加費／無料
※保険料として初回に360円（30
円×12回分）。
対象／玉浦小学校区の65歳以上
　の方
持ち物／飲み物・上靴・タオル
申込・問／マリンホーム地域包括
　支援センター（☎25-6656）

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／3月15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）

　離乳食完了期は、母乳やミル
クから卒業し、食べ物からの栄養
の摂取が中心となる大切な時期で
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／3月18日㈮　9時30分～　
　11時30分（受付：9時15分～）
場所／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27年2月と3月生まれ
の子と親（家族でも可）

定	員／25組　先着順（3月1日㈫
より電話申し込み受け付け）
参加費／無料
申込・問／健康増進課
　（市役所3階☎内線345・346）

　農作物への被害を防ぐため、白
い小袋に入った薬剤により市内農
用地での一斉駆除を行います。お
子さんやペットが誤って薬剤を口
に入れたりしないようにご注意くだ
さい。
実	施日／3月6日㈰（雨天時は3月

13日㈰に順延）
区域／市内の農用地、農道
問／農政課
　（市役所3階☎内線315）

　市では、厳しい財政状況の
中、独自の収入を確保すると
ともに、地域経済の活性化を
図るため、市の持つ公有財産
や資産を活用した有料広告事
業を行っています。
　今回、平成28年7月号から
1年間、広報いわぬまに掲載
する広告を集めていただける
事業者（広告代理店など）を
募集します。
　募集要領や仕様書などを下
記のとおり配布します。
配布方法／さわやか市政推進
　課または市のホームページ
配布期間／3月1日㈫～31日㈭
入札参加申請書提出期限／
　4月7日㈭
問／さわやか市政推進課
　（市役所6階☎内線642・644）

広告代理店を募集します
～広報いわぬまへの

有料広告掲載事業～

もうお使いですか
「敬老商品券」

「玉浦カフェ」を開催します！

野ねずみ一斉駆除

１歳からの離乳食完了期教室

お散歩コーディネーター養成
事業「健幸発見！さんぽ塾」

くらし
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