のひ ろば

町をきれいに！

ポイ捨てごみを一掃し岩沼をきれいな町にしましょう。
トング、軍手などはすべて本会で準備しています。
日時／4月8日㈰ 9時～11時（雨天・荒天時は中止）
実施場所／国道4号（どさん娘～県道39号交差点）
集合場所／四日市場排水機場駐車場（9時集合）
参加費／無料（ボランティア活動証明書発行可）
申込・問／美化ボランティア団体 ごみゼロ岩沼
事務局 武田（ 090-1496-3574）


初心者歓迎「尺八」体験教室 参加者募集

日時／4月8日㈰、14日㈯、22日㈰ 13時～16時
場所／西公民館 研修室
参加費／無料
※尺八は54cm管を貸し出します。
（続ける場合も貸し出します）
申込・問／宮城竹友会 佐々木（☎24-0352）


学習会「自然エネルギーと電力小売り自由化」

日時／4月8日㈰ 13時30分～16時
場所／西公民館 集会室
参加費／100円（資料代）
内容／①「脱原発・脱石炭と自然エネルギー」
、
②「そこが知りたい、電力小売り自由化」
主催・問／放射能から岩沼を守る会
小川（ 090-5555-0756）


毎月第3日曜日は「いわぬまひつじ村の市」の日です
採れたての野菜、手作りの一品などが並びます。
日時／4月15日㈰ 10時～15時（小雨決行、雨天中止）
場所／いわぬまひつじ村の広場（押分字須加原）
問／（公社）青年海外協力協会（ 080-4105-5538）


コミュニケーション麻雀 参加者募集

日時／4月16日㈪、5月21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） 主催／リーチの会
問／髙澤（ 080-4510-2325）


朝日山探鳥会

講演会「憲法9条と自衛隊」

日時／4月22日㈰ 13時30分～15時
場所／西公民館 2階集会室
参加費／無料
講師／弁護士 草場 裕之 氏
共催・問／岩沼憲法9条の会（☎24-3501）
岩沼憲法カフェ（ 090-5555-0756）

HP

Eメールアドレス
ホームページ

第26回岩沼市民春季ソフトテニス大会 参加者募集

日時／4月28日㈯ 9時30分（受付：9時）
※雨天時は5月12日㈯に順延となります。
場所／グリーンピア岩沼
対象／市民、市内に勤める方、市内学校や団体在籍者、岩
沼市ソフトテニス会員
種目・参加費／一般（男・女）
・1ペア2,000円、壮年（満
55歳以上）
・1ペア2,000円、少年（小・中学生男・女）
・
1ペア800円（小学生は所属クラブ監督推薦を要する）
申込方法／4月18日㈬まで総合体育館に申し込み
（中学生は各学校でまとめて申し込みください）
問／岩沼市ソフトテニス協会事務局 村井（☎23-3662）


第46回岩沼市民ゴルフ大会 参加者募集

日にち／4月29日㈰
場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
対象／市民、市内に勤める方
参加費／5,000円（プレー費、飲食費は自己負担）
定員／100人（定員になり次第締め切り）
申込先／おさだガラストーヨー住器、松岡新聞舗、表蔵王
国際ゴルフクラブ（参加申込書あり）
申込期限／4月14日㈯
問／岩沼市民ゴルフ大会事務局 那須（ 090-8925-3003）


岩沼ヨーガ同好会 会員募集

日時／毎週水曜日 10時～11時30分
活動場所／総合体育館（初心者の方大歓迎です）
会費／月1,200円
申込・問／芳賀（ 090-2272-7244）


3B体操 会員募集

日時／毎月第1、2、4月曜日 10時～11時30分
場所／旧勤労青少年ホーム
会費／月2,000円
申込・問／佐々木（☎22-5327）


新かけはし隊パソコンサロン

日時／毎月第1、3水曜日（祝日を除く） 18時～21時
場所／旧勤労青少年ホーム 1階集会室
会費／月300円（はじめの2カ月は500円）
持ち物／ノートパソコン
、渡辺（ 090-8610-4241）
問／大内（ 080-1854-9262）


日にち／4月22日㈰
場所／朝日山公園
参加費／無料
集合場所／朝日山公園第一広場駐車場
（9時集合～11時30分解散）
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）
、筆記用具
※観察用具のない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）


凡例

みんな

合気道潜龍会 会員募集

日時／毎週金曜日 子どもの部：18時～19時、大人の部：
19時～21時（中学生以上）
場所／市民体育センター内柔道場
会費／子ども：2,000円（兄弟姉妹2人で3,000円）、
大人：3,000円
問／松坂（ 090-7667-0105）


合氣道一心館 会員募集

活動日時・場所／①毎週水曜日 子ども：18時～19時、
女性：19時～20時30分、②毎週土曜日 子ども：18時
～19時、一般：19時～20時30分
活動場所／①里の杜集会所、②岩沼中学校柔道場
対象／子ども：4歳～小・中学生、一般・女性：中学生以上
問／及川（ 090-3754-5243）
※見学・体験は事前にご連絡ください。

【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）
22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
掲載申込・問／さわやか市政推進課（☎内線 644
広報いわぬま2018.4月号
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4 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
場所・電話
問

5日㈭ 13時～16時

場所・電話
問

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

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）

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

場所・電話
問

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）

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）
場所・電話
問

3日㈫、10日㈫、17日㈫、24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）

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㈫、27日㈮に開催
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
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

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

平日 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

相談希望日の1週間前15時30分まで下記問い合わ
せ先へ要予約

問

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）

19日㈭ 9時～15時

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

日時

平日 9時～12時、13時～16時

仙台保健福祉事務所塩釜保健所
（☎022-363-5507）

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

27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）

（障害者（児）の虐待・権利擁護に関する相談）
障害者
（児）
日時
場所・電話
問

平日 9時～17時
【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）
社会福祉課（☎内線352）

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

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
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）

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）
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市民活動（市民活動に関すること）
日時
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
13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642・644）

