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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

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
【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・電話・問 市民活動サポートセンター（☎35-7205）
（いわぬま市民交流プラザ内）

備考 専門相談対応
25日㈫ 13時30分～16時30分

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㈭ 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 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・相続・離婚など法律に関わる相談）

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
※ 相談す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）
社会福祉協議会（☎29-3970）

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）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、相談などを中止・
延期する場合があります。あらかじめご了承ください。

性暴力
被害相談

県では、性暴力被害者支援の拠点として、「性暴力被害相談支援センター」を設置しています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。　　日時／平日10時～20時、土曜日10時～16時
相談／けやきホットライン（☎0120-556-460）　　問／生活環境課（☎内線334）
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4 火 市民会館インフォメーション・令和2年度後
期社会教育関係団体等の登録受付について

5 水 健康増進課からのお知らせ
7 金 子育て支援センターからのお知らせ
11 火 総合体育館からのお知らせ
12 水 国勢調査のお知らせ

14 金 政策企画課からのお知らせ
18 火 秋の早朝クリーンいわぬまについて
19 水 地域包括支援センターの紹介

21 金 人権・行政・心配ごと相談についてのお知ら
せ

8
月
の
主
な
番
組

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

受	付／8月7日㈮　9時から電話で受け付け（以前から継続して掲載している物品は、随時受け付けているた
め、取引が終了している場合があります）　　問／生活環境課（☎内線333・335）

朝日山探鳥会		無料	
日にち／8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
※観察用具を持たない方も気軽に参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
 

3B体操ふじの会　会員募集
　3つの用具を使用し、行動域を広げ心身ともに健康な体
を目指します。皆さんの参加をお待ちしています。
日時／毎月第1・2・4月曜日　10時～11時30分
場所／いわぬま市民交流プラザなど
問／千葉（☎22-2791）

宮城県・山形県から合同配信！
オンラインレッスン会員募集

　マタニティママ・ベビママ・大人女性のためのお家でで

きる応援オンラインレッスンです。スマホやタブレットか

らお好きな時間にZ
ズ ー ム
oomに繋げるだけで参加できます。

内容／①カラダトトノエ体操、②産前産後ヨガandリフ
レッシュヨガ、③代謝UPストレッチ
日時／①毎週火曜日　13時～、
　②毎週水曜日、隔週日曜日　いずれも10時～、
　③毎週金曜日　11時～、毎週土曜日　10時～
講師／①関本 咲子 氏、②島谷 芽久美 氏（山形県）、　　

③大宮 真由美 氏
会費／1レッスン500円　　問／大宮（ 080-1854-6905）

【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。原稿例は
右記のとおりです。（掲載できる主なもの：サークル会員募集、市民活動
によるイベントの案内など、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／10月号の場合は8月31日㈪
※ 原稿を提出された方には、9月11日㈮に校正の連絡をします。原稿を提出し、連絡がない場合は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）

みんなのひろば掲載原稿例
○○サークル会員募集

日時／毎週○曜日　○時～○時○○分
場所／○○センター　○階○○室
対象／○○○○　　会費／月○○○○円
問／○○サークル事務局 名前（☎○○○-○

○○-○○○○）

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●マツ・ツツジ・サカキ（庭木・各1本）〔無料〕、●ひな人形（人形のみ、付属品なし）〔無料〕、●ひな人形セット

（小型、7段飾り、茶箱入り）〔無料〕、●岩沼南小学校体操服セット（半袖（一部汚れあり、130㌢、3年使用）、半
ズボン（130㌢、3年間使用）、長袖（ゼッケン跡あり、140㌢、5年使用）、長ズボン（140㌢、5年使用））〔無料〕、
●男子用スクール水着（紺色、130㌢、3年使用）〔無料〕、●布製布団袋（小豆色、大人用の布団が一式入る大きさ、
通常使用のもの）〔無料〕、●油絵の具セット（木箱入り、通常使用のもの）〔3千円〕、●プロパンガス用ガステーブ
ル（3年使用）〔無料〕、●カーテン（丈100㌢、巾100㌢、ダークブラウン、2枚、1年使用）〔無料〕、●カーテン（丈
200㌢、巾100㌢、ダークブラウン、2枚、1年使用）〔無料〕、●木製ダブルベッド（マットレス付き、10年前後使用）

〔無料〕、●木製パソコンデスク（片袖、6年前に購入、ほぼ未使用）〔無料〕、●木製ロッカーチェスト（巾90㌢、高
さ180㌢、6年使用、小傷あり）〔無料〕

○譲ってください　　〔　〕は希望価格
●使い古しの綿Tシャツ、フェイスタオル〔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

新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、イベントなどを中止・延期する場合
があります。あらかじめご了承ください。みんな ひろばの
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