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7 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～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 28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・問
①ぱれっと（☎24-1712）
②県南ありのまま舎（☎36-8578）
③さんてらす（ひよこ会）（☎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）

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　14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642～644）

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 6日㈭ 9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（国や県に対する苦情・要望）

日時 20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 4日㈫、11日㈫、18日㈫、25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 25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 24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 21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）

東北大学無料法律相談所
7月22日までの毎週土曜日に、仙台市の東北大学にて民事一般についての無料法律相談を開催
しています。事前に電話（平日10時30分～14時30分）で相談内容を伺い、当日回答する形式
となります。（☎022-795-6243）
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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642～644　 22-2143　 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

チアダンスチームICONICS　無料体験会
　岩沼市を中心に活動中のチアダンスチームです。ぜひ、
ご参加ください。
日時／7月1日㈯　12時30分〜15時30分
場所／玉浦コミュニティセンター 多目的室
対象／年中〜高校生　※事前連絡必要。
申込・問／戸舘（ 070-5324-8158）
 

町であそぶすぺーカフェ　OPEN
　岩沼市交流サロン推進事業のカフェがよい市と同時開催
でオープンしました。みんなでエコペーパークラフト

（ペーパークイリング）を作製し、ちょっとおしゃべりし
ながらお茶しませんか。
日時／7月22日㈯　10時〜12時
場所／時計宝飾猪股1階店舗内（中央一丁目）
参加費／300円　問／武田（☎22-3161）
 

生涯学習企画講座「玉浦だよ！全員集合Ⅲ」
　一日限りの楽しい生涯学習講座です！
日時／7月8日㈯　9時〜14時
場所／玉浦コミュニティセンター　参加費／無料
申込・問／NPO生涯学習実践塾　酒井（☎23-2160）
 

音の扉 ♯3を開催します
　モーツァルトのオペラをはじめ、数々の名曲を歌います。
本格的なコーヒーを飲みながら、午後のひととき、リラッ
クスして音楽を楽しみませんか。
日時／7月22日㈯　14時〜（開場：13時30分）
場所／市民会館 リハーサル室
チケット／800円（コーヒー・お菓子付き）
チケット販売・問／声楽オペラ愛好会「すずの会」
　佐藤（ 090-1931-1310）
 

フラサークル　メンバー募集
日時／毎月第2・第4木曜日　9時30分〜11時
場所／旧勤労青少年ホーム　参加費／3,300円
持ち物・服装／Tシャツ、タオル、飲み物など
問／太田（ 080-6043-9403）
 

「原爆と人間展」を開催します
　原爆が投下された広島や長崎を忘れず、平和な社会を子
どもたちに引き継ぐため、写真やパネルを展示します。ぜ
ひ、見に来てください。
日時／7月22日㈯　10時〜18時、7月23日㈰　10時〜16

時30分
場所／市民図書館 2階ホール　参加費／無料
主催／「原爆と人間展」実行委員会
問／五十鈴川（ 090-2988-1837）
 

住宅ローン借り換え・返済
リバースモーゲージ個別無料相談会

日時／7月3日㈪、16日㈰　13時〜17時
場所／中央公民館 第3会議室
申込方法／電話またはメール（予約制）
※ メールの場合、「希望日時、名前、電話番号」を明記してく

ださい。
問／NPO法人日本モーゲージプランナーズ協会　根岸
　（☎022-352-4649、  tokita.law.office@gmail.com）

総合南東北病院「生活習慣病セミナー」
　予約不要です。気軽にご参加ください。
日時／①7月13日㈭　14時〜15時、
　②8月24日㈭　14時〜15時
演題／①糖尿病教室「低血圧とシックデイ」
　②ミニ健康講話「簡単な体操（脳トレの紹介、便秘予防）」
　「お家で作ろう！やわらか食」
場所／総合南東北病院 中央棟1階売店前
問／総合南東北病院（☎23-3151）
 

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。活動
スタッフ、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）
 
第30回キャンディースマイル手作りフェスタ開催
　すべて手作りにこだわった作家たちの雑貨と、岩沼市障害
者就労支援センター「ひまわりホーム」の織物や野菜が皆さ
まをお待ちしています。お気に入りの一点を見つけにぜひ、
ご来場ください。
日時／7月15日㈯　10時30分〜17時、
　16日㈰　9時〜16時30分
場所／グリーンピア岩沼内 岩沼リゾート2階 ローズの間
入場料／無料　問／佐藤（☎24-0794）
 

岩沼音頭を一緒に練習しませんか
　初心者の方大歓迎！いわぬま市民夏まつりでおなじみの
岩沼音頭をみんな楽しく練習して、夏まつりで一緒に踊り
ましょう。
日時／7月29日㈯　10時〜11時30分
場所／市民会館 中ホール　持ち物／上履き、飲み物
問／髙橋（ 080-6029-0331）
 

岩沼市民交流協会会員募集
　姉妹都市・友好都市との交流だけでなく、市民参加によ
る幅広い交流を推進することを目的とします。ご賛同いた
だける個人、団体、企業などを募集します。
年会費／個人会員1,000円、家族会員2,000円、団体賛助

会員一口3,000円、企業賛助会員一口5,000円
申込・問／岩沼市民交流協会事務局
　（さわやか市政推進課内 ☎内線645）
 

映画「日本と再生」自主上映会
　河合弘之監督の最新作

日時／7月30日㈰　①10時〜12時、②14時〜16時
場所／西公民館 集会室
参加費／500円（高校生以下無料）
主催・問／放射能から岩沼を守る会
　（ 090-5555-0756、  eizobach@ta2.so-net.ne.jp）
 

アットホームな大正琴演奏会開催
　岩沼をはじめ仙南地区で活動しているサークルの合同演
奏会です。気軽にご来場ください。入退場は自由です。
日時／7月16日㈰　10時30分〜12時30分
場所／ホテル原田 高砂の間　入場料／無料
演奏曲／「あなたの心に」「狙いうち」など
問／齋（ 090-9746-9626）
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