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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 28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、022-722-7225）

【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
14日㈮、22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 6日㈭ 9時～16時（16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 20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 4日㈫、11日㈫、18日㈫、25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 25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 7日㈮、17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

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）

の相談
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第33回キャンディースマイル手づくりフェスタ		無料	
　いわぬま市民交流プラザで手づくりの雑貨たちが皆さまをお
待ちしています。
日時／6月1日㈯　10時30分～17時、2日㈰　10時～16時
場所／いわぬま市民交流プラザ 2階
問／佐藤（☎24-0794）
 

スポーツ教室	参加者募集
【ミニバスケットボール教室（小学生男女対象）】
日時／6月5日㈬～毎週水曜日（全8回）　16時30分～18時
場所／岩沼南小学校　　会費／3,000円＋保険料など
【レッツサッカー教室（小学生男女対象）】
日時／週1～2回（月6回）　17時～19時
　（水曜日を主体として、土・日曜日も開催）
場所／グリーンピア岩沼ほか　会費／月2,500円＋保険料など
【わいわいシニアスポーツ教室（50歳以上男女対象）】
日時／毎週木曜日（1期10回）　10時～12時
場所／体育センターほか　　会費／3,000円
※ 詳しくは、ホームページをご覧いただくか、問い合わせください。
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット（体育センター内）
　（☎・ 23-9355　 lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
 

カレーとおしゃべり
　カレーを食べながら楽しい夕食会です。
日時／①6月7日㈮、②7月5日㈮　18時～20時
参加費／大人300円、子ども100円
場所／西公民館 小会議室（和泉）
申込締切／①6月4日㈫、②7月2日㈫
問／新日本婦人の会・岩沼支部（ 090-5234-5461、 090-

4318-0825）
 

町をきれいに！（第70回美化活動）
　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／6月9日㈰　9時～11時（雨天・強風時は中止）
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㈱グランド南側駐車場（9時集合）
参加費／無料（必要な方には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）
 

ゆったり楽しく太極柔力球
　地域交流サロンここほっと岩沼6月「ゆったり楽しく太極柔
力球」をします。
日時／6月9日㈰　13時30分～15時30分
場所／市民会館 中ホール　　参加費／300円
※事前予約が必要です。
問／ここほっとネット 沼田（ 090-2020-5602）
 

岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会を開催します
　地域の皆さま、食改員と健康づくりに取り組みませんか。一
緒に「バランス適塩メニュー」で食生活を見直しませんか。
日時／6月10日㈪　10時～13時30分ごろ（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。
定員／先着20人程度　　申込締切／6月8日㈯
申込方法／氏名、お住まいの地区、電話番号を伝えてください
申込・問／大内（☎・ 22-1472、 090-3368-1052）
 

講座「7ケ国語で話そう」
～親子で参加できるわくわく多言語ワークショップ＆講座～		無料	
日時／①6月13日㈭　10時30分～12時、②14日㈮　19時～

20時30分
場所／①名取市文化会館、②名取駅コミュニティプラザホール
対象／0歳～中学生までの親子（高校生以上は一人での参加可）
定員／各回8人（予約制）
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はじめての方も、すぐにみんなと一緒に
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。申し込みは不要です。
日時／6月17日㈪、7月22日㈪　いずれも13時30分～15時
場所／総合福祉センター（ プラザ） 2階大会議室
参加費／100円（お茶代として）
主催／リーチの会　　問／高澤（ 080-4510-2325）
 

朝日山探鳥会		無料	
日にち／6月23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）
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）、筆記用具
※観察用具を持たない方も気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
 

親父バンド・ビバップス	コンサート		無料	
　ジャズからポピュラーまで耳馴染んだナンバーをお楽しみください。
日時／6月29日㈯　14時（開場：13時30分）
場所／いわぬま市民交流プラザ 2階多目的室
主催／宮城学院同窓会 岩沼名取支部
問／布田（ 090-8423-7530）
 

すずの会	音の扉♯7
　オペラの曲をはじめ、数々の名曲を歌います。コーヒーを飲み
ながら、午後のひととき、リラックスして音楽を楽しみませんか。
日時／6月29日㈯　14時（開場：13時30分）
場所／ポラーノ（本町1-16）　　定員／30人
チケット／800円（コーヒー・お菓子代込み）
申込・問／佐藤（ 090-1931-1310）
 

アットホームな大正琴演奏会		無料	
　岩沼をはじめ、仙南地域を中心に活動しているサークルの合
同演奏会です。お楽しみ企画もあります。入退場は自由です。
日時／7月7日㈰　10時30分～12時30分
場所／ホテル原田 2階高砂の間
演奏曲／東京ナイトクラブ、およげたいやきくん、瀬戸の花嫁

など20曲以上
問／齋（ 090-9746-9626）
 

傾聴ボランティア養成講座in岩沼市		無料	
　岩沼市にお住まい、または岩沼市、亘理町でボランティアが
できる方、たくさんの参加をお待ちしています。
日時／7月15日㈪、27日㈯、28日㈰（全3回）　10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
持ち物／筆記用具、昼食　※動きやすい服装でご参加ください。
申込・問／NPO法人仙台傾聴の会（ 070-2025-8200、

022-343-9705、 moriyama-e@tulip.sannet.ne.jp）
 

第20回岩沼北中学校グラウンドゴルフ大会
日時／7月28日㈰　8時～12時　　場所／岩沼北中学校 校庭
荒天時／体育館にて吹奏楽部の演奏、体操教室など
対象／北中学区内の方はどなたでも
申込方法／6月18日㈫～7月4日㈭に直接申し込みください
主催／岩沼北中学校 父母教師会 問／北中学校（☎22-2874）
※車でのお越しはご遠慮願います。
※参加申込時に、詳細を示したチラシをお渡しします。
 

玉浦婦人会	会員募集
　玉浦地区内に居住する20歳以上の新会員を募集しています。
婦人会の目的は、地域の発展に寄与することと、親睦を図るこ
とです。他に、視察研修や料理教室・手芸教室など、楽しく活
動しています。詳しくは、問い合わせください。
年会費／2,000円
申込・問／玉浦コミュニティセンター内（☎35-7234）
 

西少剣（にししょうけん）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。一度見学に来てください。
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）

掲載申込期限／8月号に掲載希望の場合は、7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）

3 月 水道週間のお知らせ
4 火 プレミアム付商品券、ごみ出し支援、職員採用試験について
5 水 子育て支援センターからのお知らせ
7 金 健康増進課からのお知らせ
10 月 参議院議員通常選挙のお知らせ

12 水 市民会館インフォメーション
14 金 大きな地震への備えを
19 水 南アフリカ共和国について
21 金 総合体育館 運動教室のお知らせ
26 水 総合防災訓練について
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エ フ エ ム い わ ぬ ま 77.9MHzあるまちの市役所情報
（月～金曜日）12時30分／18時40分　放送中
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