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

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）

場所・電話
問

さわやか市政推進課（☎内線643）

2日㈫、9日㈫、16日㈫、23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）

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

23日㈫ 10時～16時

場所

総合福祉センター（

備考

下記問い合わせ先へ要電話予約

問

あいプラザ）小会議室

社会福祉課（☎内線353）
※相談は仙台弁護士会が対応します。

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

8日㈪、17日㈬、29日㈪ 9時～15時
市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）

場所・電話
問

場所・電話・問

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

【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）

場所

総合福祉センター（

税務課（☎内線243）

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）

毎週月・水・金曜日（祝日を除く）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）

障害者
（児）（障害者（児）の生活など）
日時

平日 9時～17時（要電話予約）

場所

①ぱれっと
②県南ありのまま舎
③さんてらす

平日 8時30分～17時15分
社会福祉課（☎内線353・354）
岩沼市社会福祉協議会（☎29-3970）

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）
平日 9時～17時
①地域子育て支援センターひよこプラザ
（岩沼保育園）

場所・電話・問

生涯学習課（☎内線572・573）

26日㈮ 10時～15時

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

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）

日時

生活困窮（社会保障制度などに関すること）
日時

場所・電話

平日 9時～12時、13時～16時

7のつく日に開催
土・日曜日・祝日の場合は翌開庁日

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

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）

平日 8時30分～17時15分

場所・電話・問 子ども福祉課（☎内線395）

18日㈭ 9時～15時

心配ごと（生活上でのいろいろな心配ごと）
日時

家庭児童（児童虐待・DVなど）
日時

4日㈭ 13時～16時

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

（☎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）

性暴力被害相談
支援センター宮城

問

①☎24-1712、②☎36-8578、③☎29-4587

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
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）

市民活動（市民活動に関すること）
日時
場所
備考
問

平日・土曜日 9時～19時
市民活動サポートセンター
（いわぬま市民交流プラザ内）
専門相談対応
12日㈮、27日㈯ 13時30分～16時30分
市民活動サポートセンター（☎35-7205）

性暴力被害者の支援を行う拠点として設置し、相談や医療機関などへの付き添いや受診費用な
どの助成を行っています。一人で悩まず、まずはご相談ください。
問／けやきホットライン
広報いわぬま2019.7月号
（☎0120-556-460）
（平日：10時～20時、土曜日：10時～16時、祝日・年末年始を除く）
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の

ひ ろば

3B体操サークル 会員募集

日時／7月28日㈰ 10時～15時
場所／那智が丘公民館（名取市）
費用／修理代無料、部品代実費
申込／おもちゃドクターピノキオ
（20時~21時）
）


新かけはし隊パソコンさろん

Eメールアドレス
ホームページ

小田（

090-3984-0872

みんなで歌う第九の会 団員募集

今年もみんなで歌う第九の会の団員を募集します。最良の半
年間をスタートさせてみませんか。団員募集に伴い、みんなで
歌う第九岩沼総会・結成大会を開催します。皆さんのご参加を
お待ちしています。
日時／7月28日㈰ 14時～
場所／市民会館 中ホール
申込・問／「みんなで歌う第九の会」事務局（☎23-3450）

パソコンの持ってる基本操作から、デジカメで撮った写真や
USBの取り込みを学びます。
日時／毎月第1・3水曜日 18時～21時
場所／旧勤労青少年ホーム（市役所北側）
会費／初回と2回目までは500円、3回目以降は300円
持ち物／ノートパソコン
申込・問／大内（ 080-1854-9262）、渡辺（ 090-86104241）


HP

おもちゃの1日病院（要予約）

用具を使って、音楽に合わせて、仲間と楽しみながらできる
健康体操です。いつでも無料体験ができます。
日時／7月2日㈫、9日㈫、23日㈫、8月6日㈫、20日㈫、27
日㈫ いずれも14時~15時30分
場所／いわぬま市民交流プラザ 多目的室2
問／（公社）日本3B体操協会 鈴木（ 080-1831-4597）


凡例

みんな



おはなしとスープの会

みんなで歌う第九の会でご指導いただいている小野綾子先生
と堀内由起子先生を迎えて、2人が暮らしたイタリアとドイツ
の話を伺いながら2カ国のスープを作る会part2を開催します。
日時／7月28日㈰ 17時～19時30分
場所／中央公民館 調理実習室
定員／36人（小学生以上）
参加費／2,000円  持ち物／エプロン、筆記用具、ふきん2枚
申 込・ 問 ／ 太 田（ nanaeota77@gmail.com）、 水 戸（ ☎
22-2657）

総合南東北病院「生活習慣病セミナー」

予約不要です。気軽にご参加ください。
日時／①7月11日㈭、②8月22日㈭ いずれも14時～15時
場所／総合南東北病院 中央棟1階売店前
演題／①糖尿病教室「糖尿病とくすりについて」
、
②ミニ健康講話「フレイル・サルコペニアについて（概要・
運動療法・食事など）
」

【掲載申し込みについて】

「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／ 9 月号に掲載希望の場合は、8 月 1 日㈭（掲載希望月の前月 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 642 ～ 644

○譲ります

〔

〕は希望価格

●充電式小型スピーカー（新品、グレー、横30㌢×高さ5㌢）〔無料〕、●電動介護ベッド（2～3年使用）〔無料（運搬費は自
己負担）〕、●本棚（4段、高さ150㌢×幅90㌢×奥行き30㌢、15年使用）
〔無料〕、●エレクトーン（ヤマハ製、幅115㌢×
高さ90㌢×奥行き60㌢、30年程度使用）
〔無料〕
、●ロデオボーイ（新品同様）
〔5～6万円 要相談〕
、●洋服タンス（高さ190㌢
×幅120㌢×奥行き57㌢、新品同様）
〔無料〕
、●学習机（ベージュ、棚付き、新品同様）
〔無料〕
、●室内用ブランコ（組み立て式、
10年程度使用、状態良好、組み立て作業可）
〔無料〕
、●電動ドライバー（バッテリー2個付き 状態良好）
〔要相談〕
、●懐中電灯（バ
ッテリー付き バッテリー用充電器付き）
〔要相談〕
、●ドッグフード（ドクターズダイエット3.8㌔3袋、成犬用、1歳～、黄色の梱
包、期限2020年5月まで）
〔2,500円程度 要相談〕
、●マットレス（エアウィーブ、三つ折り、シングルサイズ、新品同様）
〔無料〕
、
●体圧分散マットレス（三つ折り、シングルサイズ、新品同様）
〔無料〕
、●低反発マットレス（シングルサイズ、新品同様）
〔無料〕

ゆずりあいコーナー
○譲ってください

〔

募集中

〕は希望価格

●卓球用ラケット〔無料〕、●パソコン〔無料〕、●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。

受付開始／7月9日㈫

9時から電話にて受け付け

エ フ エ ム いわ ぬ ま
月の主な番組

7

25

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）

あるまちの市役所情報 77.9MHz
（月～金曜日）12時30分／18時40分 放送中

1

月

ドーバー市訪問団・尾花沢市との小学生交流参加者募集

3

水

子育て支援センターからのお知らせ

5

金

10
12

15

月

夏季いわぬま学び塾のスタッフ募集・電子顕微鏡
を使ってミクロの世界をのぞいてみよう参加者募集

グリーンピア岩沼 運動教室のお知らせ

17

水

幼児教育の無償化

水

なかま交流プラス開催

19

金

国民年金保険料免除・納付猶予の更新時期について

金

市民会館インフォメーション

29

月

派遣職員紹介

広報いわぬま2019.7月号

