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講座「7カ国語で話そう」
～親子で参加できるワークショップ＆講演会～

【講演会】（入場無料）
日時／6月8日㈮　19時～20時30分
場所／名取駅コミュニティプラザホール
【ワークショップ】（入場無料）
日時／6月11日㈪　10時30分～12時　　場所／名取市文化会館
対象／0歳～中学生の親子（高校生以上はお1人での参加可、講演会と
ワークショップのいずれかの参加も可）

申込・問／（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　☎0120-557-761（平日9時~17時30分）
�

コミュニケーション麻雀	参加者募集
　簡単なルールなので初めての方も、すぐに皆と一緒に大勢で楽しめま
す。大きな牌を使用し飲まない・吸わない・賭けない麻雀です。
日時／6月18日㈪、7月23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／高澤（ 080-4510-2325）
�

岩沼航空少年団	団員・幹部団員募集
　航空少年団は航空に関する知識を学ぶほか、ボランティアやレクリ
エーションなどを行っています。
募集／一般団員は市内の小・中学生、幹部団員は大学生以上
主な活動／規律訓練、航空教室、合宿訓練など
※活動は月1回、日曜日に開催します。
会費／年会費12,000円　　入団費／2,000円
申込・問／齋（ 090-5358-9779）
�

女子サッカークラブ	会員募集
　女性のサッカークラブです。小学生からママさんまで各種大会に参加
しながら楽しく活動しています。今回は、小学生を募集します。
日時／毎週日曜日　9時30分～11時45分
場所／岩沼北中学校�校庭ほか
対象／小学1～6年生の女子　　会費／月1,000円
問／バンビーナ岩沼女子サッカークラブ事務局
　桂島（ 090-8250-9331（19時～21時））
�

第93回合同鑑賞例会
日時／6月10日㈰　11時15分開演　　場所／市民会館�中ホール
内容／『ぼくのペットはグチャグチャペット』（出演：CAN青芸）
　�おもしろくって、遊び心いっぱいのお芝居です。赤ちゃんから大人ま
でどなたでも参加できます。岩沼おやこ劇場会員は無料。いつでも入
会できます

会費／月1,300円（入会金200円）
主催・問／岩沼おやこ劇場（☎・ 22-3814　 �oyakogekijyo@
yahoo.co.jp（火・水・金曜日　10時～14時））

�
触れ合い遊び・リトミック（要予約）

　お子さんの成長に合わせてご参加いただきたいので、気軽にお問い合
わせください。
日時／6月16日㈯　9時25分～10時� 5分（2歳～3歳）、10時35分～
11時15分（～満2歳）、11時40分～12時20分（3歳～未就学児対象）

場所／たけくま集会所　　参加費／800円（お子さん1人につき）
問／田中（ 080-1984-5121　 �gogo.dominant@gmail.com）
�

朝日山探鳥会（参加費無料）
日時／6月24日㈰　　場所／朝日山公園
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）
�

バロックハープと歌の響き～黄金の雨～
　日本でもあまり知られていないバロックハープの音色とイタリアバ
ロック時代の音楽・歌をお楽しみください。
日時／7月22日㈰　14時～（開場：13時30分）
場所／日本基督教団�岩沼協会（桜二丁目3-2）
演奏者／小野�綾子�ソプラノ歌手、渋川�美香里�バロックハープ奏者
賛助出演／いわぬま児童合唱団　　入場料／2,000円（当日2,500円）
問／伊藤（ 090-8922-4178）
�

空手道秀練会	会員募集
稽古日時／毎週火・木曜日　19時～21時、毎週土曜日　14時～17時
稽古場所／火・木曜日　旧勤労者青少年ホーム、土曜日　岩沼西小学校
体育館

対象／小学生以上の男女（大人、壮年の方もOKです）
会費／月2,500円　　問／村上（☎23-5447）

西
にし
少
しょう
剣
けん
で剣道をやろう！

　「正しく、楽しく、強く」をモットーに稽古を続けている、岩沼西少
年剣道錬成会（スポーツ少年団）です。会員を募集しています！
稽古日時／毎週水・土曜日　17時～19時、毎週日曜日　9時～11時
稽古場所／岩沼西小学校�体育館
対象／園児・小学生の男女（大人のリバイバル剣士も大歓迎）
会費／入会費1,000円（スポーツ保険など）、月会費2,500円
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）
�

町をきれいに！（第60回美化活動）
　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／6月10日㈰　9時～11時（雨天・荒天時は中止）
実施場所／国道4号（日本製紙㈱前信号～県道39号交差点）
集合場所／日本製紙㈱グランド隣の駐車場（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）
�

リフレッシュ・ヨガ同好会	会員募集
　ヨガを愛し、健康増進を心がけるサークルです。
日時／毎月第2・4木曜日　13時30分～15時
場所／市民会館�和室　　会費／月1,200円
申込・問／佐藤（☎24-5355）
�

岩沼ビックアリーナ太極拳サークル	無料体験
　足腰を鍛えたい、若さを保ちたい、何かを始めたいと思っている方、
私たちと一緒に太極拳を楽しみませんか。
日時／6月7日㈭、21日㈭　10時～12時
場所／市民会館�リハーサル室　　指導／仙台太極拳協会�鹿島�眞理先生
申込・問／宇津井（ 090-5835-8133）
�

「アクティブフィットinユースポ」参加者募集
日時／6月23日㈯　13時30分～14時30分
場所／ユースポ岩沼はつらつセンター（藤浪二丁目）
内容／いつまでも活動的な生活が送れるよう、脳トレを組み込んだ筋力
アップ運動などで楽しく体を動かします

対象／運動に興味のある60歳以上の方
持ち物／動きやすい服装、室内用靴、タオル、飲み物
参加費／無料　　定員／20人（定員になり次第締切）
申込・問／岩沼はつらつセンター（ 090-9146-7794）
�
大人のピアノ教室「おたまじゃくしの会」会員募集

　今回は初心者の方を募集します。音符が読めなくても大丈夫です！
日時／7～12月の第1・3水曜日　11時30分～12時30分頃
場所／旧勤労青少年ホーム　　対象／初心者の方（3人程度）
会費／月3,000円　　申込・問／矢坂（☎22-5636）
�

岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会
　地域の皆さん、食改員と健康づくりに取り組みませんか、一緒に「お
いしくバランスがとれたスピード料理」で食生活を見直しませんか。
日時／6月11日㈪　10時～13時30分頃（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／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
　（自宅のみそ汁持参で塩分測定します）
募集人数／20人程度（先着順）　　申込方法／氏名、地区、電話
締切／6月9日㈯　　申込・問／佐藤（☎・ 23-2384）
�
岩沼北中学校区地域スポーツレク・第19回グラウンドゴルフ大会
　地域・保護者・教師・生徒の親睦と世代を超えた交流の場とする目的
で、第19回岩沼北中学校グラウンドゴルフ大会を開催します。
日時／7月29日㈰　8時～12時　　場所／岩沼北中学校�校庭
※駐車場が狭いので車でのお越しはご遠慮願います。
雨天時／体育館にて吹奏楽部の演奏、体操教室など
参加対象／岩沼北中学校学区内の地域の方々、北中の保護者・生徒
申込方法／6月19日㈫～7月5日㈭に岩沼北中学校へ直接申し込みくだ
さい

主催／岩沼北中学校父母教師会
申込・問／岩沼北中学校（☎22-2874）
※参加申込時に、ルールや詳細を示したチラシをお渡しします。
　岩沼北中学区の皆さんの参加をお待ちしております。
�

「ポリ袋でお料理といっしょにご飯」をします
　簡単にちょっと1人分だけつくるポリ袋料理は、災害時にもお役に立
ちます。世代関係なく集える場です。どなたもご参加ください。
日時／6月30日㈯　10時～13時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
参加費／1,500円（材料代）　　定員／25人（定員に達し次第締め切り）
申込・問／ここほっとネット�沼田（ 090-2020-5602）
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月 の 相 談6 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 29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355）

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
7日㈭�9時～16時
「6月1日人権擁護委員の日」に伴う特設人権相談所
開設（23ページに関連記事）

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 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・相談・離婚などの法律に関わる相談）

日時 6月26日㈫�13時～16時

場所・電話 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 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 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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