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平成28年10月からの子ども医療費助成制度について
子ども医療費助成制度につきましては、通院、入院ともに中学 3 年生までを対象としていますが、子育て世代
の経済的負担をさらに軽減するため、平成 28 年10 月1日から、所得制限の限度額を下記のとおり引き上げます。
今後、未登録の方などへは、7 月中にご案内する予定です。
平成 28 年 10 月からの子ども医療費所得制限限度額表（保護者の所得）
扶養親族等の数
所得限度額

0人
532 万円

1人
570 万円

2人
608 万円

3人
646 万円

4人
684 万円

※扶養親族等が 5 人以上の場合、この表の金額に扶養親族等1人につき38 万円を加算。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
問／健康増進課保険給付係（☎内線 343・344）

1歳からの離乳食完了期教室
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 22 日㈮ 9 時 30 分～ 11 時 30 分（受付：9 時 15 分～）
場所／保健センター
参加費／無料
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 6 月または 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㈮より電話で受け付け）
申込・問／健康増進課（☎内線 345・346）
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Dear Hometownのお知らせ

ファミリー・サポート・センターのご紹介

今年度 1 回目の Dear Hometown では、みずあ
そびを行います。ぜひお子さんと一緒に岩沼みなみ
プラザに立ち寄って夏ならではのあそびを満喫しま
しょう！申し込みは不要ですので気軽にご参加くだ
さい。
日時／ 8 月 2 日㈫ 10 時～ 11 時 30 分
場所／岩沼みなみプラザ内 ボランティア室
対象者／震災の影響で岩沼市に避難したことのある
親子（市外からの参加も可能）
持ち物／みずあそび用の紙パンツか水着、バスタオ
ル、汚れ物入れ（ビニール袋）
、着替え、外用の
帽子（陽射しが強いので必ずかぶってください）、
飲み物（親子用）
問／子育て支援センター（☎ 36-8762）

ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）
ではお子さんを預けたい方（依頼会員）と預かるこ
とのできる方（協力会員）がそれぞれ会員登録し、
地域で子育てをする相互援助活動を行っています。
また会員さん同士の交流会も年に 2 回開催していま
す。用事ができてしまったから子どもを預かって欲
しい、ママ友とリフレッシュしたいなど、お子さん
を預かる理由は問いません。ファミサポを上手に活
用して、子育てライフを楽しみましょう。
※会員の登録手続きには 1 週間前後お時間を頂きま
す。協力会員も大募集中。
受付時間／平日 9 時～ 16 時
申込・問／ファミリー・サポート・センター事務局
（子育て支援センター内☎ 36-8763）

行事
子育て
支 援

実施日時

対象者

内容

親子ふれあい広場
7 月 6 日㈬
（西児童センター） 10 時～ 11 時 30 分

乳幼児とその家族

○あそびの提供、
絵本の読み聞かせ、
リズム製作あそびなど
○子育て相談

絵本のひろば
7 月 28 日㈭
（岩沼みなみプラザ） 10 時～ 11 時 30 分

どなたでも

〇おはなしパフォーマンス、しかけ絵本の紹介

問／子育て支援センター（☎36-8762）
、岩沼保育園 地域子育て支援センター（☎24-1358）
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市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお寄せくだ
さい。
原稿は掲載希望月の前月1日までに内容と連絡先を明記して
〒989-2480 桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
（ 22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
【掲載できない主なもの】
①政治・宗教・営利を目的とするもの。②同一団体
（個人）
の掲載は、1カ月
以上の間隔をあけてください。
（連続しての掲載はできません）

生涯学習企画講座「玉浦だよ！全員集合Ⅱ」

昨年度、開催した講座を今年も行います。当日は、全世
代が楽しんで学べるイベントを多数用意しますので、ぜひ、
ご参加ください。
日時／7月9日㈯ 9時～12時
場所／玉浦公民館 参加費／無料
問／NPO生涯学習実践塾 酒井（☎23-2160）



ウィンド アンサンブル ブレーメン 団員大募集！

地域密着型の少人数吹奏楽団「ウィンド アンサンブル
ブレーメン」では一緒に活動してくれる仲間を募集してい
ます。楽器の経験年数やブランクは問いません。高校生以
上であれば年齢もお構いなし。お子さんを連れて練習に参
加できるのも特徴です。私たちと一緒に吹奏楽を楽しみな
がら、音楽の力で地域に貢献してみませんか。
詳しくはお問い合わせください。
問／佐藤（ 080-3336-7050、
web.iwanuma@gmail.com）



「ちびぞうくらぶ」 参加者募集！

「ちびぞうくらぶ」は育児中の保護者と乳児のための遊
び場づくりを目的に活動しています。様々な情報を共有
し、共育ち・共育てを目指しています。どなたでも参加で
きますので、お気軽にあそびに来てください。
日時／毎月第1・第3水曜日 10時～11時30分
場所／市民会館2階 視聴覚室
年会費／1,000円（入会月に応じて金額が変わります）
問／三浦（ 090-1069-5898）



丘サポ・いわぬま 参加協力・体験を！
千年希望の丘をきれいに！町の姿です・顔です

日時／8月2日㈫ 9時～11時 雨天中止
集合場所／千年希望の丘・相野釜公園駐車場
活動内容／育樹（植栽地の草取りおよびごみ回収）
主催／丘サポ・いわぬま 協力／いわぬま森のサポーター
参加費／無料 持ち物／作業着、手袋、長靴、飲み物など
ごみ袋、作業用具などは会にて準備
問／丘サポ・いわぬま 鈴木（ 090-5352-8435）



岩沼市柔道スポーツ少年団 団員募集

礼に始まり、礼に終わる柔道。一度見学してみませんか。
日時／毎週土曜日 18時～21時
場所／市民体育センター 柔道場
申込・問／山口（ 090-5846-7289）



第28回キャンディースマイル手づくりフェスタ開催

手づくり作家12名とひまわりホームのさをり織りの製品
や新鮮な野菜など、全て手づくりにこだわった作品が皆さ
まをお待ちしています。体験コーナーも充実しているの
で、ぜひ、ご来場ください。
日時／7月23日㈯ 10時30分～17時、
24日㈰ 9時～16時30分
場所／モンタナリゾート2階 ローズの間 入場料／無料
問／佐藤（☎24-0794）



大正琴演奏会

岩沼をはじめ、仙南地区を中心に活動している琴城流大
正琴のサークルの演奏会です。
（入退場自由）
日時／7月10日㈰ 10時30分～12時30分
場所／ホテル原田2階 高砂の間 入場料／無料
演奏曲／翼をください、夜明けのスキャットなど
問／齋（ 090-9746-9626）



「原爆と人間展」を開催します

日時／7月23日㈯ 10時～18時、
24日㈰ 10時～16時30分
場所／市民図書館2階 ホール 入場料／無料
主催／「原爆と人間展」実行委員会
問／五十鈴川（☎24-2693）
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遊びにきませんか「赤ちゃん＆親子リズム」 会員募集

子どもの体調をみながら手遊び、マッサージ、リズム体操や
絵本の読み聞かせなど親子で楽しく遊びましょう。ママの情報
交換やおしゃべりの場にもなります。
（いつでも体験できます）
日時／毎月第1・第3水曜日 10時30分～12時
場所／北部地区老人憩いの家
会費／月900円（機関紙代含む）
主催・問／新日本婦人の会岩沼支部
橋元（ 080-6001-3823）
、渡辺（ 090-5234-5461）



コールあぶくま 無料体験レッスン
男声レッスン者大歓迎！

みんなで楽しく歌ってみましょう。
日時／7月9日㈯、16日㈯、23日㈯ 13時30分～15時30分
場所／旧勤労青少年ホーム 集会室
合唱指導／佐藤玲子、熊谷江美子
練習曲目／「夏の思い出」
「たなばたさま」など
申込締切／7月8日㈮
申込・問／菅野（☎22-2728）
、今野（☎23-2635）



お菓子＆パン教室 参加者募集！
お菓子やパンを一緒に作りませんか？

日時／月1回開催 10時～13時
①お菓子＆パン教室 毎月第1金曜日、第2火・木曜日、
第3水曜日のいずれか
②パン教室 毎月第1木曜日、第4水曜日のいずれか
場所／ハナトピア岩沼 体験加工室
参加費／3,000円～3,500円 講師／只木満理
※まずは体験講座に参加ください。
申込・問／只木（ 080-5227-8659）



BDFを利用した環境改善

活動スタッフを募集

毎月1回目の資源収集日の午前に廃食用油を回収し、環
境に優しい軽油代替燃料（BDF）などのリサイクル活動や
遊休農地に景観作物などを栽培する活動をしています。平
成28年4月～5月の回収実績はドラム缶で11本相当でし
た。ご協力ありがとうございました。
活動スタッフ、BDFの製造パートナー、BDFご利用の協
力者を募集しています。
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクルオイル協議会
事務局 島津（ 090-7796-7958）



＜募集＞レッツいわぬまスポーツネット! !

◆大人エクササイズ教室
会費／3カ月10,000円（以下の8教室受け放題）
開催日・教室名／
月曜日・エアロビクス教室、美スタイルメイク教室、プール教室
火曜日・ズンバ教室、ファイティング教室
木曜日・日中ヨガ教室、夜ヨガ教室
金曜日・メラメラダンス教室
◆わいわいシニアスポーツ教室（50歳以上対象）
日時／毎週木曜日 10時～ 会費／1期10回3,000円
◆HIPHOPダンス教室（4歳～小学生対象）
日時／木または金曜日夕方
会費／週1コース：月4,000～5,000円
◆ランニング教室（小学生対象）
日時／7月28日㈭、29日㈮、8月1日㈪、3日㈬、5日㈮夕方
会費／1,000円（会員無料）
◆小学生スポーツバイキング教室
野球・ミニバス・サッカー・ランニング・ヒップホップ
などいろいろな種目に毎月チャレンジ。
会費／1年間15,000円
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット（体育センター内）
lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
（☎・ 23-9355

