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問い合わせは、岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）への相談

日時／毎週月～土曜日（祝日を除く）　13時30分～16時30
分（予約優先）　　場所・問／山元司法書士相談センター（山
元町山寺字山下89、☎37-5901）

司法書士による相続
・法律無料相談

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 13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

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 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
13日㈮、28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 5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 19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 3日㈫、10日㈫、17日㈫、24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・相続・離婚など法律に関わる相談）

日時 24日㈫ 10時～16時

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）小会議室

備考 下記問い合わせ先へ要電話予約 

問 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 9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）
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第9回武隈の里ひな人形まつり
　商店街や公共施設などにつるし雛

びな
やおりがみで作成したつる

し飾りを展示します。
期間／3月1日㈰～30日㈪（オープニングセレモニー：1日㈰

　10時～　岩沼土地開発前　入場無料）
※ 8日㈰、15日㈰、22日㈰、28日㈯には有料特別イベントを

実施します。
場所／市役所2階市民ホール、いわぬま市民交流プラザほか
問／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット 及川（☎21-1106）
 

岩沼おやこ劇場第99回	合同鑑賞例会
「チリンとドロン～世界のわらべ歌コンサート～」

　一緒に声を出し、やさしくて楽しい一時を過ごしませんか。
日時／4月5日㈰　11時～　　
場所／いわぬま市民交流プラザ 2階多目的室
出演／チリンとドロン　※鑑賞には入会が必要です。
会費／月1,300円、入会費200円　（3歳までは無料）
主催・問／岩沼おやこ劇場（☎22-3814、 oyakogekijo@

yahoo.co.jp （火・水・金曜日 10時～14時））
 

手話教室「さとのもり会」会員募集
　見学は随時受け付けています。ご希望の方は事前にご連絡く
ださい。初心者でも大丈夫です。一緒に楽しく手話を覚えてみ
ませんか。
日時／4月13日㈪　10時30分～12時30分
　以降は毎月第2・4月曜日
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）2階　　
会費／月200円
問／清野（ 24-1739、 k.m.r.t.a.k.mago@docomo.ne.jp）、

三品（☎34-5680）

コールあぶくま	体験レッスンのお知らせ
　混声合唱団「コールあぶくま」では毎年体験レッスンを行っ
ています。今年は下記の日程で行いますので、ぜひお越しくだ
さい。
日時／3月の毎週土曜日　13時30分～
場所／旧勤労青少年ホーム（市役所北側）
問／平塚（ 090-8787-0749）
 

岩沼市ソフトテニス協会からのお知らせ
●岩沼市ジュニアソフトテニスクラブ（教室）参加者募集
日時／4月～10月（7カ月）、原則第1・2・3日曜日（第4・5

日曜日へ振り替えあり）　13時～15時
場所／朝日山テニスコート（C・Dコート）
対象／市内の小学4～6年生（4月時点）
内容／初級：基礎的なサーブ、ストロークとルール、クラブ内

での試合もできるよう目指す（初心者も対象）
　 上級：技術的なことに加え、戦術的なことも学び、希望者は

大会などに出場
募集定員／24人（定員になり次第締め切り）
会費／月1,000円（ボール代、スポーツ保険料、通信費など）
申込方法／3月18日㈬まで総合体育館へ申し込み
●第28回岩沼市民春季ソフトテニス大会	参加者募集
日時／4月26日㈰　9時～（受付：8時45分～）（雨天時は、5

月10日㈰に順延）
場所／グリーンピア岩沼 テニスコート
参加資格／市民、市内に勤務されている方、市内学校や団体在

籍者、市ソフトテニス協会員
種目／一般（男女）、壮年（満55歳以上）、少年（小・中学生 男女）
参加料／一般壮年の部：1ペア2,000円、少年の部：1ペア800

円（当日徴収、小学生は所属クラブ監督推薦を要する）
申込方法／4月16日㈭まで総合体育館へ申し込み
　（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）

受付／3月9日㈪　9時から電話にて受け付け　　問／生活環境課（☎内線333・335）

凡 

例
Eメールアドレス
ホームページHP

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

2 月 子育て支援センターからのお知らせ
3 火 市民会館インフォメーション
5 木 健康増進課からのお知らせ
9 月 あなたがおすすめする市内のラーメンを募集します
10 火 グリーンピア岩沼からのお知らせ

12 木 総合体育館からのお知らせ
17 火 狂犬病予防注射と犬の登録について

19 木 自動車等燃料費助成券および福祉タクシー利
用助成券交付のご案内

23 月 窓口開設時間を19時まで延長します

3
月
の
主
な
番
組

【掲載申込について】
　「みんなのひろば」は市民の皆さんの無料の掲載コーナーとしてご利用いただけます。掲載内容を明記した原稿を下記
へ送付ください。ただし、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）によるものなどは掲
載できません。
申込締切／5月号の場合は3月31日㈫
※ 原稿を提出された方には、4月中旬に校正の連絡をします。原稿を提出し、連絡がない場合は申し訳ありませんが、

下記へご連絡ください。
掲載申込・問／さわやか市政推進課（☎内線642~644、 22-2143、 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●仙台向山高校女子用運動着（長袖、長ズボン、Lサイズ）〔各1,000円〕、●仙台南高校男子用制服（長ズボン、ウ
エスト82㌢）〔500円〕、●木目ブラインド2枚（70㌢×98㌢、ベージュ色、新品同様）〔要相談〕、●小型冷凍冷蔵
庫（50㍑、幅48㌢×奥行48㌢×高さ49㌢、白、新品同様）〔要相談〕、●懐石膳8枚（漆器雲梨地、外寸24㌢×24
㌢×3㌢）〔要相談〕、●給湯器1台（使用年数1年未満）〔要相談〕、●2口ガスコンロ1台（使用年数1年未満）〔要相談〕、
●風呂釜（燃料：プロパンガス、14年使用）〔要相談〕、●浴槽（14年使用）〔要相談〕、●木炭（軽トラ2台分）〔無料〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●CDコンポ〔要相談〕、●布団一式〔要相談〕、●ダイニングテーブル（木製、1脚）〔無料〕、●西こばと幼稚園男
児用制服・教材一式（身長100～120㌢）〔要相談〕、●使い古しの綿Tシャツ、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）へ直接ご連絡ください。

ゆずりあいコーナー

みんな ひろばの
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