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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
明記した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644　 22-2143　 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

ふれあい遊びリトミック
　今回は、クリスマスをテーマにした活動を予定しています。
音楽でキラキラ輝く子供たちの様子をみてください。
　おじいちゃん・おばあちゃんもぜひ一緒にお越しください。
日時／12月2日㈯　0～1歳児：9時25分～10時5分、
　2～3歳児：10時35分～11時15分、
　4～5歳児：11時40分～12時20分
※要予約。受け付けは開始15分前から。
場所／たけくま集会所　　参加費／1,000円（対象児1人につき）
※動きやすい服装でお越しください。
申込・問／ドミナント音楽教室、田中音楽教室
　田中（ 080-1984-5121、 gogo.dominant@gmail.com）
�
岩沼市食生活改善推進委員協議会の伝達講習会を開催
　一緒に健康料理を作り、食生活を見直しませんか。テーマ「高
血圧、肥満予防かみかみメニュー」
日時／12月13日㈬　10時～13時30分（受付：9時30分）
場所／保健センター�2階調理室　　参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具、米0.5合
　（みそ汁を持参いただければ、塩分測定できます）
募集人数／25人程度（先着順）
申込方法／電話にて下記まで申し込みください
申込締切／12月3日㈰
申込・問／長田（☎ 22-0706）、伊藤（☎29-2375）
�

お菓子＆パン教室メンバー募集
　随時参加OKです。体験・見学お待ちしております。
日時／毎月第1木曜日、第2火・木曜日のいずれか1回　9時30
分～13時

場所／ハナトピア岩沼�加工室
※詳細はお問い合わせください。
申込・問／只木（ 080-5227-8659）
�

新かけはし隊　パソコンさろん
　今回は、デジカメで撮った写真の取り込みやUSB・DVDに保
存する方法を学びます。
日時／毎月第1・第3水曜日　18時～21時
場所／旧勤労青少年ホーム�1階集会室
会費／月会費300円（はじめの2カ月は500円）
持ち物／ノートパソコン
問／大内（ 080-1854-9262）、渡辺（ 090-8610-4241）
�

岩沼おやこ劇場第92回合同鑑賞例会	
「マリンピアコンサート」

　「もっと身近に。もっと楽しく！」をモットーに！赤ちゃんか
ら大人まで一緒に楽しめるマリンバとピアノのコンサートです。
日時／12月10日㈰　11時～　　場所／岩沼みなみプラザ
出演／マリンピア
※観賞には入会が必要（3歳まで無料）です。当日入会可。
　入会金は�200円、月会費1,300円となります。
主催・問／岩沼おやこ劇場（☎22-3814　火・水・金曜10時～14時）
�

ここほっと岩沼	
「さんまのフルコースを作っていっしょにご飯」
　三枚おろしと7種のさんま料理をつくりお昼ごはんを食べま
す。世代関係なく集える場です。どなたでもご参加ください。
日時／12月12日㈫　10時～13時30分
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
参加費／1,300円（材料代として）
問／ここほっとネット　沼田（ 090-2020-5602）
�

朝日山探鳥会（参加費無料）
日時／12月17日㈰　9時集合～11時30分頃
集合場所／朝日山公園第一広場駐車場
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）、筆記用具
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）

コミュニケーション麻雀　参加者募集
　「飲まない、吸わない、賭けない」をモットーに行っています。
簡単なルールなので初めての方も、すぐに楽しめます。
日時／12月18日㈪、平成30年1月15日㈪　13時30分～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）2階大会議室
参加費／100円（お茶代として）　主催／リーチの会
問／髙澤（ 080-4510-2325）
�

ハートフル★あなたとXmas	
ゴスペル・ウィンクス	コンサートVol.9

日時／12月24日㈰　13時30分～（開場：13時）
場所／市民会館�中ホール　　入場料／無料
賛助出演／いわぬま児童合唱団
曲目／THIS�LITTLE�LIGHT�OF�MINE、麦の唄ほか
※17時から板橋眼科医院にてミニコンサートも行います。
問／佐藤（ 090-1931-1310）
�
スポーツ教室参加者募集！体験・見学もできます！
◆ミニバスケットボール教室（後期）
日時／平成30年1月10日㈬～毎週水曜日（全8回）
　16時30分～18時
場所／岩沼南小学校　　会費／3,000円＋保険料など
◆幼児のための発育促進リズム体操教室（4歳～小学2年生）　木曜
◆HIPHOPダンス教室（4歳～20代）　毎週木・金曜／5,000円
◆わいわいシニアスポーツ教室（50歳以上）　3カ月�3,000円
◆	モビバン教室（無料）11時頃～　12月19日㈫、1月16日㈫、
2月6日㈫、20日㈫、3月19日㈪、26日㈪を予定
◆	大人エクササイズ教室（月	5,000円）　エアロビ、ヨガ、健康
体操など受け放題！
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット
　（体育センター内　☎ 23-9355、 lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
�
2018岩沼市民インドアソフトテニス大会

日時／平成30年1月28日㈰　9時～（受付：8時30分）
場所／総合体育館
参加資格／市民、市内職場勤務者・団体在籍者、�
市内学校在籍者、岩沼市ソフトテニス協会会員

種目／①少年�男・女（中学1･2年生）、
　②一般�男・女（中学3年生以上）、③壮年（55歳以上）
※①は各校、男女それぞれ5ペアまで参加可。
競技方法／国際ルールによるトーナメント戦
　（参加数によって、リーグ戦に変更する場合有り）
参加料／中学3年生以下：1ペア600円、
　その他：1ペア2,000円（当日受け付けにて徴収）
申込方法／総合体育館に設置している申込用紙に必要事項を記
入の上、総合体育館へ直接申し込みください

申込締切／平成30年1月17日㈬
問／事務局　村井（☎23-3662）
�
エフエムいわぬま年末年始特別番組のお知らせ
　12月31日㈰23時～1月1日㈪2時の間、竹駒神社境内特別ブー
スにて、年末年始特別番組を放送します。30分ごとに市内駐車
場の情報などをお伝えするほか、多彩なゲストをお迎えしてお
送りしていきます。
　現在、番組内でご紹介するメッセージを募集中です。メッセー
ジテーマは「あなたの記念日は？」メッセージをお寄せいただ
いた方の中から抽選で豪華景品をプレゼントします。
ハガキ：〒989-2464　三色吉字雷神7-1
ファクス：23-5083、メール：radio@fm779.com
問／エフエムいわぬま（☎23-5080）
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12 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

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）

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～12時、13時～16時

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・知的障害者（児）の生活などに関する相談）

日時 15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）の虐待・権利擁護に関する相談）

日時 平日�9時～17時

場所・電話
【相談窓口】宮城福祉オンブズネット「エール」
岩沼市相談専門（☎022-796-8228）
【虐待通報】市役所3階社会福祉課（☎内線352）

問 社会福祉課（☎内線352）

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）

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 専門相談対応
8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 7日㈭�9時～16時（特設人権相談所開設）
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（国や県に対する苦情・要望）

日時 21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 5日㈫、12日㈫、19日㈫、26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）

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 26日㈫�13時～16時
場所 総合福祉センター（ あいプラザ）ボランティア研修室
備考 下記問い合わせ先へ要電話予約�
問 法テラス山元（☎050-3383-0213）

税務相談（相続税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㈭、18日㈪、27日㈬に開催
問 税務課（☎内線243）

消費生活（架空請求や契約のトラブルなど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）
問 商工観光課（☎内線323）

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）�

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 18日㈪�10時～15時
場所 塩釜保健所岩沼支所相談室（中央三丁目1-18）
備考 15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（みなみプラザ）
（☎36-8762）
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