のひ ろば

「岩沼ライオンズクラブボランティア活動助成金」
のご案内

岩沼ライオンズクラブは市内の社会貢献活動を行うボラ
ンティア団体に対して、活動のための道具、材料、交通費、
食費、その他必要な経費を助成することを目的とした助成
金を設立しました。
助成額／1事業1団体10万円まで（5団体程度を予定）
申請書提出期間／3月31日㈯
決定通知／4月中
助成金授与／5月の上記クラブ例会
実施期間／決定通知後～平成31年3月31日
事業報告書の提出期間／事業実施後30日以内
問／岩沼ライオンズクラブ事務局（月～金曜日10時～13
22-5134）
時 ☎22-5091


フラワーアレンジメント

参加者募集

ドレスをかたどったワイヤーボディに生花をかわいらし
くアレンジし、幸せいっぱいのウェディングドレスのよう
な作品を作ります。
日時／1月24日㈬ 13時30分～15時
場所／中央公民館
参加費／3,500円
持ち物／はさみ、新聞紙、作品持ち帰り用の袋
締切／1月20日㈯（定員になり次第締切）
問／フラワーサークルリボン 佐藤（ 090-7565-1503）

追加募集

凡例

みんな

BDFを利用した環境改善

HP

Eメールアドレス
ホームページ

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29年4月～11月の回収実績はドラム缶で42本相当でし
た。ご協力ありがとうございました。
当会では、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）


岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット 参加者募集

◆新春オルガンコンサート
日時／1月27日㈯ 13時30分～（開場：13時）
場所／岩沼教会
参加費／500円
チケット購入場所／猪股時計店
出演／谷川かじか（リードオルガン奏者、作家）
曲目／G線上のアリア、高原列車は行く、愛の賛歌ほか
びな
◆つるし雛 飾りつけボランティア募集
3月に開催する「第7回武隈の里ひな人形まつり」におい
て、市街地につるし雛などを飾るボランティアを募集します。
日時／2月19日㈪～23日㈮ 10時～15時
場所／猪股時計店
対象／上記日時で、都合のよい時間帯に協力できる方。
1日でも可
問／まちづくりネット 及川（ 080-1810-4090）

第 5 期岩沼市市民活動助成金

市では、市内の市民活動団体などが主体的に行う特色ある地域づくり活動や協働のまちづくり活動を推進・
支援するため、助成金を交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
助成額／ 1 団体 10 万円を限度
受付期間／ 1 月 9 日㈫～ 26 日㈮
問・申請窓口／さわやか市政推進課（☎内線 642・644）

リサイクル情報コーナー

ゆずり
あい

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？

※1月9日㈫

8時30分から電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

〕は希望価格

●綿の敷布団（新品同様）〔応相談〕 ●和の茶箪笥（高さ1.7m×幅1.7m×奥行き0.6m、20年程度使用、目立つキ
ズ無し）
〔無料〕 ●座卓（高さ35cm×幅150cm×奥行き95cm、美品）
〔無料〕 ●EPSONプリンター（カラリオ
PF-70、3年前購入、数回使用、動作問題なし）〔3,000円〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●使い古しのフェイスタオル〔無料〕※工房あすなろ（☎内線787、水曜日を除く平日の9時～16時30分）に直接ご
連絡ください。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）

エ フ エ ム いわ ぬ ま
月の主な番組

1

あるまちの市役所情報 77.9MHz
（月～金曜日）12時30分／18時40分 放送中

1

月

市長新年のごあいさつ

12

金

市民会館インフォメーション

3

水

冬の尾花沢体験交流 参加者募集

15

月

みなみプラザからのお知らせ

5

金

健康増進課からお知らせ

17

水

確定申告について

8

月

学校教育課からのお知らせ

24

水

グリーンピア岩沼 運動教室について

10

水

市民図書館からのお知らせ

26

金

交通指導隊員募集について
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1

月 の 相 談

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

4日㈭ 13時～16時

場所

市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

問

場所・電話
問

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）

さわやか市政推進課（☎内線643）

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）

行政（国や県に対する苦情・要望）
日時

問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

日時

18日㈭ 9時～15時
市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
さわやか市政推進課（☎内線643）

場所・電話
問

平日 9時～12時、13時～16時
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）
生涯学習課（☎内線572・573）

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）
日時
場所・電話
問

9日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫ 9時～15時
市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
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

23日㈫ 10時～16時

場所

総合福祉センター（

備考

下記問い合わせ先へ要電話予約

問

あいプラザ）小会議室

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
場所・電話
備考
問

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
市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）
9日㈫、17日㈬、29日㈪に開催
税務課（☎内線243）

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

【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）
場所・電話
南東北地域包括支援センター（☎23-7543）
【南小学区】
【玉小学区】マリンホーム地域包括支援センター
（☎25-6656）
備考
問

相談・通報窓口は、日常生活圏域（小学校区）ごとにあります

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

26日㈮ 10時～15時

場所

総合福祉センター（

備考
問

あいプラザ）相談室

担当：岩沼市身体障害者相談員
（☎080-1667-0480）

森

社会福祉課（☎内線358）

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
場所・電話
問

毎週月・水・金（祝日は除く）9時～15時
市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）
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

（障害者（児）の生活など）
障害者
（児）
日時

平日 9時～17時

【相談窓口】宮城福祉オンブズネット「エール」
場所・電話 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）

場所・電話・問 社会福祉課（☎内線353・354）
（障害を理由とする差別に関する相談
障害者
（児）

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

22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

19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）

①平日 9時～17時、②平日9時～16時30分
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）
場所・電話・問
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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仙台弁護士会法律相談

日時
場所・電話・問

平日 8時30分～17時15分
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

子育て（子育てに関すること）
日時

①※市によるもの②※民間事業者によるもの。）

場所・電話
備考
問

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）
市民活動サポートセンター（☎35-7205）
専門相談対応
12日㈮13時30分～16時30分
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）

東日本大震災時、宮城県にお住まいだった方は、相談が無料になる場合があります。※平成
30年3月末日まで実施予定。日時／平日10時～15時（月・木曜18時～19時30分も実施）、
土曜9時30分～12時 場所／仙台弁護士会館 問／☎022-223-2383

