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2 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（小学校学区）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 23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
9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 1日㈭ 13時～16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）

行政（国や県に対する苦情・要望）

日時 15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 6日㈫、13日㈫、20日㈫、27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 27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㈬、19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 19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 16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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市民図書館
☎24-3131　  25-1713　  二木2-8-1　  http://www.iwanumashilib.jp/
休館日／5日㈪、13日㈫、19日㈪～23日㈮、26日㈪、28日㈬
今月の特集
○一般書のテーマ
　「ウインタースポーツ」
　オリンピックシーズンの到来です。
　あなたも冬のスポーツを楽しんでみ
ませんか。
○児童書のテーマ
　「おにはそと ふくはうち」
　「ねこのほん」
　節分と猫にまつわる児童書を展
示します。

渡辺祥子「3.11からのことづて」展の開催
　フリーアナウンサー渡辺祥子さんのメッセージコ
ンサートを開催します。岩沼市、名取市、亘理町、
山元町の被災4市町よりゲストも登場。詳しくは、館
内設置のチラシをご覧ください。
日時／3月3日㈯～4日㈰
　10時～17時（4日は午前のみ）
場	所／2階セミナールーム「阿武隈」、 

まちかどギャラリー、ロビー
参加費／無料
内	容／パネル・写真・書籍の展示、 

朗読、ゲストとのトークなど

無償ボランティアの募集について
　市民図書館応援団としてのボランティアを募集し
ます。
活動内容／返本および書棚整理
時間／10時～19時の1～2時間程度
　（ご都合のつく日はいつでも）
対象／高校生以上の方
登録期間／4月1日～平成31年3月31日
受付期間／2月1日㈭～28日㈬
申	込方法／館内に備え付けの申込用紙に記入の上、

カウンターに提出
※ 3月16日㈮、18日㈰10時30分～11時30分に説明

会を実施しますので、いずれかに参加してくださ
い。ボランティア登録はその後になります。
住所・連絡先に変更のあった方へ
　システム更新に伴い、データ移行を行います。住
所や電話番号が変わった方は、カウンター③番で、
変更の手続きをお願いします。
休館のお知らせ
　システム更新と蔵書点検のため、以下の期間は休
館します。
期間／2月19日㈪～23日㈮
　（東分館および西分館は2月9日㈮も休館）
※ 2月14日㈬～17日㈯は点検のため、書庫の資料は

貸し出しできません。

ハナトピア岩沼
☎23-4787　  24-4887　  三色吉字雷神7-1　

体験講座（市内在住または市内在勤の方対象）	 ※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

講座名 フラワーアレンジ 生活雑貨ペイント バレンタインお菓子教室 漬物教室

内容 アートフラワー（造花）
で作るコサージュ

ポーセラーツ体験
（白食器絵付け）

○焼きショコラ
（クリームチーズ入り
ケーキ）
○チョコがけクッキー

白菜キムチ

日時 2月19日㈪
13時30分～15時

2月20日㈫
9時30分～12時30分

2月11日㈰
10時～13時

2月18日㈰
10時～12時

場所 研修室第2 体験加工室

定員 10人
（最少催行：1人）

10人
（最少催行：1人）

18人
（最少催行：4人）

20人
（最少催行：5人）

申込締切 2月9日㈮ 2月12日㈪ 2月2日㈮ 2月8日㈭

参加料 1,500円（材料費含む） 1,000～2,500円
（材料費含む） 3,700円（材料費含む） 2,000円（材料費含む）

講師 山本 明美さん 曵地 未紀さん 只木 満理さん 布田 愛子さん
申	込方法／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスにて申し込みくださ

い。窓口で直接申し込みも可能です。電話での受け付けはいたしません。
※ 先着順で受け付けていますが、キャンセルにも対応するため、締切日をもって確定し、後日はがきで持ち物

などをお知らせします。

施設インフォメーション 凡 

例
Eメールアドレス
ホームページHP
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