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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 22日㈮ 10時～15時

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）ボランティア室

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、④J's support岩沼

問 ①☎24-1712、②☎36-8578、
③☎29-4587、④ 090-1938-8341

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
26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 7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 21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 5日㈫、12日㈫、19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 26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 7日㈭、18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。

岩沼01月号P28-29相談ひろば_四[28-29].indd   28 2020/12/17   14:24:25



29	 広報いわぬま2021.1月号 広報いわぬま2021.1月号	 28

【掲載申込について】
申込締切／3月号の場合は1月29日㈮
※ 原稿を提出された方には、2月12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）

【ゆずりあいコーナーを終了します】
　これまで皆さまに活用いただいてきた「ゆずりあいコーナー」は、広報いわぬま2月号での掲載をもって終了します。
※今後の新規受け付けは行いません。　　問／生活環境課（☎内線333・335）

ゆずりあいコーナー
受�付／随時電話で受け付け（取り引きが終了している場合があります）

ベビママヨガ・親子ヨガクラブ参加者募集
　ベビーヨガ、ママヨガで親子の絆を深めませんか。
ベビーヨガはリラックスとストレッチを交互に行
い、赤ちゃんの五感の全てを刺激して心と体を育て
ていきます。ママヨガでは、妊娠出産で生じた体の
歪みを整え、産後緩んだ骨盤底筋群を引き締めシェ
イプアップにつなげていきます。
　親子ヨガで今しかできない子育てを一緒に楽しみ
ましょう。
日時／毎月第3火曜日　10時～12時
場所／北部地区老人憩の家
対象／生後3カ月（首すわり後）～3歳までの子と

母
申込・問／トイザらス×JAHA協会認定講師 大宮
（ 080-1854-6905）

ひきこもり居場所支援「フリースペースなとり」開設
　社会参加に向けた一歩を踏み出すための心のエネルギーを充電しにきま
せんか。
日時／月・水・金曜日（祝日を除く）　10時～15時
場所／フリースペースなとり（名取市増田字北谷242-1）
対象／18歳以上のひきこもり状態にある方
　※見学希望の場合は事前にご連絡ください。
問／フリースペースなとり（☎022-748-6503）
 

あなたの心に寄りそう�傾聴サロン��無料�
　誰かとゆっくり話がしたい、悩みを聞いてほしい、自分のことを分かっ
てほしいなど、心の内を話しに来ませんか。
　当会のカウンセラーが個別に対応します。
日時／１月20日㈬　10時～15時（以降、毎月第3水曜日、要予約）
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）小会議室
申込・問／NPO法人仙台傾聴の会 森山（ 090-6253-5640）

1 金 市長新年のごあいさつ

4 月 国土強靭化地域計画についてのパブリックコ
メントを募集します

6 水 子ども福祉課からのお知らせ

8 金 子育て支援センターからのお知らせ

11 月 健康増進課からのお知らせ

15 金 確定申告のお知らせ

18 月 文化財企画展を開催しています

20 水 交通指導隊を募集します

22 金 南アフリカ応援フェスティバルのお知らせ

27 水 総合体育館からのお知らせ

1
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）8時30分／12時30分　放送中

○譲ります　　〔　〕は希望価格
●一枚板の木製座卓（長さ140㌢×横80㌢、厚さ6㌢、新品同様）〔3,000円〕、●半三面鏡（高さ180㌢×鏡110㌢×奥行40
㌢、赤系統色、新品同様）〔3,000円〕、●和タンス（縦150㌢×横100㌢、赤系統色、新品同様）〔3,000円〕、●整理タンス（縦
150㌢×横100㌢、赤系統色、上部はガラスケース、新品同様）〔3,000円〕、●簡易トイレ（大人用、イス型、通常使用）〔1,000
円〕、●チャイルドシート（灰系統色、5年間使用）〔1,000円〕、●チャイルドシート（黒系統色、小学生用、4年間使用）〔300円〕、
●布団（敷き布団、幼児用、100㌢×140㌢、青系統色、3年前購入）〔無料〕、●布団（敷き布団、幼児用、100㌢×140㌢、
青系統色、2年前購入）〔300円〕、●布団（敷き布団、幼児用、100㌢×70㌢、赤系統色、3年前購入）〔200円〕、●西こば
と幼稚園制服一式（男児用、サイズ130㌢、セーター、ズボン、バッグ、夏帽子、4年間使用）〔無料〕、●連獅子人形（ケー
ス付き、58㌢×39㌢×53㌢、新品同様）〔5,000円〕、●博多人形（ケース付き、41㌢×35㌢×48㌢、新品同様）〔5,000円〕、
●茶飲み人形（ケース付き、37㌢×27㌢×38㌢、新品同様）〔3,000円〕、●洋人形（ケース付き、54㌢×45㌢×74㌢、新
品同様）〔3,000円〕、●プラスチックケース（75㌢×40㌢×33㌢、新品同様）〔500円〕、●衣装缶ケース（75㌢×44㌢×
22㌢、新品同様）〔300円〕、●和風のれん（85㌢×150㌢、2枚、新品）〔1,000円〕、●折りたたみ式収納ケース（パレット、
39㌢×24㌢×25㌢、フタがオレンジ色、本体は緑でカエルの模様あり）〔500円〕、●ペット用ゲージ（すのこ付き、37.8㌢
×57.6㌢×40.5㌢、通常使用）〔無料〕、●マツ、サカキ、サザンカ、ツツジ（植木、各1本）〔無料〕、●仙台タンス（洋服タ
ンス、3分割できるもの、6段、戸棚付き、小引出し3段あり、30年以上使用）〔要相談〕、●学習机（木製、イス付属、20年
以上使用）〔無料〕、●木製テーブル（150㌢×95㌢×37㌢、通常使用）〔無料〕、●子ども用タンス（高さ166㌢×幅59㌢×
奥行44.8㌢、ベージュ色、通常使用）〔無料〕、●木製机（67.6㌢×100㌢×62.5㌢、ベージュ色、59.8㌢×96㌢×24㌢の
取り外し可能な本棚付き、通常使用）〔無料〕、●木製サイドボード（114㌢×136㌢×39㌢、ベージュ色、通常使用）〔無料〕、
●ソファー（縦75.5㌢×横73㌢×奥行90㌢、片肘あり、ベージュ色、7年前購入）〔無料〕、●ソファー（縦75.5㌢×横55㌢
×奥行90㌢、片肘なし、ベージュ色、7年前購入）〔無料〕、●ベビーバス（高さ24㌢×横54.5㌢×長さ79㌢、沐浴用、水色
系統色、通常使用）〔無料〕、●ひな人形（高さ60㌢×奥行55㌢×幅65㌢、ガラスケース入り、通常使用）〔無料〕

みんな ひろばの
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。
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