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3 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

青少年（学校・家庭生活・異性問題や交友関係など）・教育（不登校いじめなど）
日時 平日 9時～16時（昼休みの1時間除く） 

場所・電話
総合福祉センター（ あいプラザ）内　青少年室・教
育相談センター（ヤングテレホン相談員専用電話
☎22-3333） 

問 生涯学習課（☎内線572・573） 

高齢者の介護予防・介護などに関すること
認知症に関すること
高齢者の虐待通報・権利擁護・介護者支援の相談

日時 平日 8時30分～17時

場所・電話

【西小学区】岩沼西地域包括支援センター（☎36-7266）
【岩小学区】岩沼市社会福祉協議会
　　　　　  地域包括支援センター（☎25-6834）

【南小学区】南東北地域包括支援センター （☎23-7543）
【玉小学区】マリンホーム地域包括支援センター

（☎25-6656）
備考 相談・通報窓口は、日常生活圏域（小学校区）ごとにあります
問 介護福祉課（☎24-3016）

身体・知的障害者（児）しょうがいふくしそうだんかい
（身体障害者（児）の生活などに関する相談）

日時 24日㈮ 10時～15時
場所 総合福祉センター（ あいプラザ）相談室

備考 担当：岩沼市身体障害者相談員　森
（☎080-1667-0480）

問 社会福祉課（☎内線358）

障害者（児）（障害者（児）の生活など）
日時 平日 9時～17時　要電話予約

場所・電話
①ぱれっと
②県南ありのまま舎
③さんてらす（ひよこ会）

問 ①☎24-1712、②☎36-8578、③☎29-4587

障害者（児）（障害を理由とする差別に関する相談　
①※市によるもの②※民間事業者によるもの。）

日時 平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 ①さわやか市政推進課（☎内線643）
②社会福祉課（☎内線352）

生活困窮（生活保護制度など社会保障制度に関すること）
日時 平日 8時30分～17時15分 

場所・電話・問 社会福祉課（☎内線353・354） 

ふれあい福祉相談（福祉・生活などに関すること） 
日時 毎週金曜日 8時30分～17時

場所・電話 総合福祉センター（ あいプラザ）ふれあい福祉相談室
（里の杜3丁目4-15・☎29-3970） 

問 市社会福祉協議会（☎29-3970）

市民活動（市民活動に関すること）

日時
平日・土曜 9時～19時（水曜は休館）
休日・祝日 9時～17時

（ただし旧勤労青少年ホームの休館時はお休みします）
場所・電話 市民活動サポートセンター（☎35-7205）
備考 専門相談員対応 3日㈮ 13時30分～16時30分

問 市民活動サポートセンター（☎35-7205）
さわやか市政推進課（☎内線643・644）

人権（近隣トラブル・女性や高齢者などをめぐる人権に関すること）

日時 13日㈪ 13時～16時
場所 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

行政（国や県の制度や施設に対する苦情・要望）
日時 6日㈪ 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）
日時 2日㈭・9日㈭・16㈭・23㈭ 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
問 さわやか市政推進課（☎内線643）

巡回無料法律相談 （賃借・契約・相続・離婚など法律に関わる相談）
日時 28日㈫ 10時～12時、13時～16時 
場所 総合福祉センター（ あいプラザ）小会議室
備考 下記問い合わせ先へ要電話予約 

問 社会福祉課（☎内線353）
※相談は仙台弁護士会が対応します。 

税務相談（相続税・確定申告など税金に関すること）

日時 7のつく日 9時～15時
休日の場合は翌日、土曜日の場合は翌々日

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）
備考 7日㈫・17日㈮・27日㈪に開催
問 税務課（☎内線243）

消費生活（消費生活に関すること）
日時 毎週月・水・金（祝日は除く） 9時～15時

場所・電話 市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
備考 6日㈪・13日㈪は3階商工相談室で開催
問 商工観光課（☎内線323）

家庭児童（児童虐待・DVなど）
日時 平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 子ども福祉課（☎内線395）

ひとり親・寡婦相談（ひとり親・寡婦家庭生活に関すること）
日時 13日㈪ 10時～15時
場所 塩釜保健所岩沼支所相談室（中央3丁目1-18）
備考 10日㈮15時30分まで下記問い合わせ先へ要予約

問 仙台保健福祉事務所塩釜保健所
（☎022-363-5507）

子育て（子育てに関すること） 
日時 ①平日 9時～17時、②平日 9時～16時30分

場所・電話・問
①地域子育て支援センターひよこプラザ（岩沼保育園）

（☎24-1358） 
②岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ）

（☎36-8762）

※「岩沼市からのお知らせ」は朝、昼、夕の1日3回放送しています。（土・日を除く）

エ フ エ ム い わ ぬ ま あるまちの市役所情報
（月～金曜日）12時30分／18時40分　放送中

77.9MHz
1 水 春季全国火災予防運動
3 金 東日本大震災追悼式
6 月 健康増進課からのお知らせ
8 水 3月は自殺対策強化月間

13 月 平成29年度自動車燃料費助成券、福祉タク
シー利用券の交付申請について

15 水 グリーンピア岩沼からのお知らせ
17 金 市役所窓口時間の延長のお知らせ
29 水 春の交通安全運動
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【掲載希望について】
　「みんなのひろば」は、市民の皆さんの無料の情報掲載コーナーとしてご利用いただいています。掲載内容と連絡先を
明記の原稿を下記まで送付ください。ただし、いただいた原稿を掲載できない場合もあります。（掲載できる主なもの：
サークル会員募集、市民手作りの催しなど、掲載できない主なもの：政治・宗教・営利を目的とするもの、前月号に掲載
された団体（個人）によるものなど）
申込締切／掲載希望月の前月1日まで（例：4月号掲載希望の場合、3月1日まで）
掲載申込・問／さわやか市政推進課（☎内線642～644　 22-2143　 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

自然塾セミナー参加者募集
　身近な自然について学ぶセミナーです。
内容／①スミレの話、②身近な植物の不思議、③岩沼の植物
日時／①3月15日㈬、②22日㈬、③29日㈬
　18時30分～21時
場所／中央公民館　　参加費／500円
主催・問／いわぬま自然塾 及川（☎24-4090）
 

女子サッカークラブ会員募集
　女子専用のサッカークラブです。小学生からママさんま
で各種大会に参加しながら楽しく活動しています。併せて
指導者も募集しています。
練習日時／毎週日曜日　9時30分～11時45分
練習場所／岩沼北中学校校庭ほか　　会費／月会費1,000円
問／バンビーナ岩沼女子サッカークラブ
　布田（ 090-4883-3229）
 

無料体験レッスン♪
混声合唱団コール・あぶくま

日時／3月11日㈯、18日㈯、25日㈯
　13時30分～15時30分
場所／旧勤労青少年ホーム集会室
指導／佐藤玲子（合唱）、熊谷江美子（ピアノ）
練習曲目／「花」「花は咲く」「世界に一つだけの花」など
申込締切／3月7日㈫
※男性パート大歓迎です。
申込・問／島貫（☎22-5676）、佐藤（☎22-4220）
 
西少剣（にししょうけん）で剣道をやろう！

　「正しく、楽しく、強く」をモットーに稽古を続けてい
ます。園児・小学生の男女、大人の方も大歓迎です！
稽古日時／毎週水・土曜日　17時～19時、
　毎週日曜日　9時～11時
稽古場所／岩沼西小学校体育館
会費／入会費1,000円（スポーツ保険など）、 

月会費2,500円
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）
 

岩沼市グラウンド・ゴルフ協会会員募集
　グラウンド・ゴルフは「誰でも」「いつまででも」プレー
ができるスポーツです。現在、岩沼市の会員は271人、平
均年齢約73歳となっています。一緒にさわやかな汗を流
し、市長杯、議長杯など他の各大会に参加しませんか。
練習日時／毎週火曜日　9時～
練習場所／陸上競技場　　会費／入会費1,000円
※ 入会を希望される方は3月31日㈮ 13時～14時、総合体

育館2階談話室にて手続きを行います。入会用紙は陸上
競技場、総合体育館に置いてあります。

申込・問／新開（☎22-3497）

朝日地域交流サロン「行ってみっかい」
吊
つ

るしびな華の会　ひな祭り開催
　今年で5回目の開催となります。つるし飾りのほかにも
ひな壇の展示や手作り体験（500円）もあります。
日時／3月11日㈯、12日㈰　10時～16時（12日は12時まで）
場所／荒井集会所（朝日地区）　　見学／無料
問／宮部（☎24-1737）
 

キッズヒップホップクラブ会員募集
　ヒップホップダンスの会員を募集します。
練習日／毎週月曜日　　場所／たけくま集会所
◆初級コース（4歳～小学2年生）
　時間／17時15分～18時15分　　会費／月会費2,500円
◆初中級コース（小学3年～中学3年生）
　時間／18時30分～19時45分　　会費／月会費3,000円
※ 見学無料、体験レッスンは500円。（初回のみ）
申込・問／岩沼ストリートダンスクラブ 村上
　（ 080-1809-4146 iwanumadance@gmail.com）
 

童謡サークル「秋
コスモス
桜」団員募集

　懐かしい童謡や唱歌を歌う楽しいサークルです。皆さん
ぜひ、一度見学にお越しください。
　もうすぐ春ですね、歌ってみませんか？
練習日時／毎月第1・第3水曜日　10時～12時
練習場所／勤労者活動センター音楽室
問／米内（☎24-1304）
 
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4～29年1月の回収実績はドラム缶で51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）
 

岩沼航空少年団団員・幹部団員募集
　航空少年団は航空に関する知識を学ぶほか、ボランティ
アやレクリエーションなどを行っています。
募集／一般団員は市内の小・中学生、幹部団員は大学生以上
主な活動／規律訓練、航空教室、合宿訓練など
※活動は月1回、日曜日に開催します。
会費／年会費12,000円、入団費2,000円
申込期限／4月30日㈰
申込・問／齋（ 090-5358-9779）
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