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問い合わせは、岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）への相談
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15分

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 26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】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・土曜日 9時～19時

場所 市民活動サポートセンター
（いわぬま市民交流プラザ内）

備考 専門相談対応
12日㈮、20日㈯ 13時30分～16時30分

問 市民活動サポートセンター（☎35-7205）

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・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 18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 2日㈫、9日㈫、16日㈫、23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 23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
※ 相談される場合は要件がありますので、事前に問

い合わせください。

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 8日㈪、17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236）

備考 7のつく日に開催
土・日曜日・祝日の場合は翌開庁日（26日㈮は例外）

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・金曜日（祝日を除く） 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
せ先へ要電話予約

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 平日 9時～17時

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子育て支援センター（みなみプラザ）�（☎36-8762）
③東子育て支援センター� （☎35-7767）
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宮城竹友会による尺八ワークショップ	参加者募集		無料	
日時／4月7日㈰　13時～16時30分、
　14日㈰　18時～20時30分、21日㈰　18時～20時30分
場所／西公民館 図書室兼研修室
※尺八は、54㌢管をお貸しします。
問／佐々木（☎24-0352）
 

町をきれいに！（第68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。ボラ
ンティア保険、トング、軍手などは準備しています。ご協力い
ただける方は下記事務局へ申し込みをして直接集合場所へお越
しください。
日時／4月14日㈰　9時～11時（雨天・強風時は中止）
実施場所／国道4号（四日市場排水機場～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を発行可）
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）
 

朝日山探鳥会		無料	
日にち／4月21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
※観察用具をお持ちでない方も気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
 

市民セミナー「原発の勉強会」
日時・内容／①4月21日㈰　14時～16時　学習会：「原発と

は？」、②4月28日㈰　14時～16時　上映会：NNNドキュ
メント「放射能とトモダチ作戦」
場所／旧勤労青少年ホーム（市役所北側）
参加費／200円 （1回参加でも、2回参加でも200円）
※申し込みは不要です。
共催／いわぬま自然塾、放射能から岩沼を守る会
問／及川（ 080-1810-4090）
 

蔵っしっくアート展2019		無料	
　新しい施設で、まちの賑わいと魅力を感じていただけるよう
な素敵な作品、楽しいワークショップをそろえてお待ちしてい
ます。
日時／4月27日㈯　10時～15時
場所／いわぬま市民交流プラザ 2階 
問／蔵っしっくアート展2019実行委員会
　布田（ 090-8423-7530、  art.iwanuma@gmail.com）
 

竹駒の朝市（初回は4月28日）
　竹駒神社駐車場を会場に、フリマ、産直、マルシェ、手作り
など、ごちゃまぜの朝市を開催します。出店者も募集中です。
日時／毎月第2・第4日曜日　7時～9時30分
場所／竹駒神社 第1駐車場
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
問／高橋（ 070-1148-2778、 http://takekoma.net）

第47回岩沼市民ゴルフ大会
日にち／4月29日㈪　　場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
参加資格／市内在住または市内に勤務する方
参加費／5,000円（プレー費などは自己負担）
定員／100人（定員になり次第締め切り）
申込期限／4月13日㈯
申込／松岡新聞舗、おさだガラストーヨー住器、表蔵王国際ゴ

ルフクラブ
問／那須（ 090-8925-3003）
 

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ています。今年度は、尾花
沢市との友好都市締結20周年記念訪問事業を計画しています。
年会費／個人会員1,000円、家族会員2,000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）
 

合氣道一心館	会員募集
練習場所・日時／①里の杜集会所・毎週水曜日　子ども：18

時～19時、女性：19時～20時30分、
　 ②岩沼中学校柔道場・毎週土曜日　子ども：18時～19時、

一般：19時～20時30分
対象／子ども：4歳～中学生、女性・一般：中学生以上
※ 会場の都合により、休みの場合がありますので、事前に確認

をお願いします。
問／及川（ 090-3754-5243、  kiisshinkan@yahoo.co.jp）
 

合気道潜龍会	会員募集
練習場所／市民体育センター（桜二丁目8-30）
練習日時／毎週金曜日　子ども：18時～19時、一般：19時～

20時30分
※ 会場の都合により、休みの場合がありますので、事前に確認

をお願いします。
問／松坂（ 090-7667-0105）
 

岩沼ランニングクラブ	会員募集
日時／4月7日㈰、21日㈰　15時～16時30分
　（以降毎月第1・3日曜日　15時～16時30分）
場所／朝日山公園内（藤棚横に集合）
練習内容／1周約1.25㌔を5周、逆5周を自分のペースで走り

ます。大会前は、インターバルやグリーンピア岩沼坂練習も
します

問／出川（ 080-5574-2476）、吉田（ 090-6621-1554）
 

岩沼ヨーガ同好会	会員募集
　みんなでヨーガを楽しみませんか。
日時／毎週水曜日　10時～11時30分
場所／総合体育館
※無料体験できますので、詳しくは、問い合わせください。
問／芳賀（ 090-2272-7244）

受付開始／4月2日㈫　9時～電話にて受け付け　　掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）

掲載申込期限／6月号に掲載希望の場合は、5月1日㈬
掲	載申込・問／さわやか市政推進課（☎内線643 

22-2143　 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

ゆずりあいコーナー

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●携帯型自転車用空気入れ（新品）〔要相談〕、●折りたたみ式自転車（イタリアFIAT製、赤、14㌅新古車）〔要相談〕、●折
りたたみ式自転車（ブリヂストン製、16㌅）〔要相談〕、●ラケットカバー（テニス兼バドミントン2点）〔新品500円、新品同
様300円〕、●YONEX試合用ウェア（上下各2点、新品同様）〔各1,500円〕、●丸えりブラウス（中学生用Lサイズ3点、長袖2
点、使用感あり）〔各300円〕、●パイプベッド（シングル、へこみあり）〔1,000円〕、●ドライブレコーダー（360度用1台、前
面用1台、新品同様）〔要相談〕、●高圧洗浄機（日立製、タンク2台、バッテリー2台、新品同様）〔要相談〕、●冬タイヤ（ブリ
ヂストン製、185/65-880 アルミホイル付き4本セット、新品同様）〔用相談〕、●風呂水ポンプ（シャープ製、流通コード：
2103960116、4㍍、未使用）〔無料〕、●電子ピアノ（河合楽器製作所製、型式PW610）〔無料〕、●充電式小型スピーカー（グ
レー、横30㌢×高さ5㌢、新品）〔無料〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●使い古しのバスタオル、フェイスタオル、シーツ〔無料〕※工房あすなろ（ 090-1496-1776、水曜日を除く
平日9時～16時30分）に直接ご連絡ください。

みんな ひろばの

募集中
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