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

4日㈭ 13時〜16時

場所・電話
問

市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

場所・電話
問

平日 9時～12時、13時～16時

市役所2階市民ホール相談室（☎内線235）

電話

☎22-3333

さわやか市政推進課（☎内線643）

2日㈫、9日㈫、16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）

16日㈫ 13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
※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。

あいプラザ）ボランティア研修室

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）
場所・電話
備考
問

8日㈪、17日㈬、3月1日㈪ 9時～15時

場所・電話
問

場所・電話・問

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
（☎23-7543）
【南小学区】南東北地域包括支援センター
【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）

7のつく日に開催
土・日曜日・祝日の場合は翌開庁日

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）

平日 8時30分～17時15分
社会福祉課（☎内線353・354）
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

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

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

生涯学習課（☎内線572・573）

日時

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

問

市役所2階市民ホール相談室（☎内線236）

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

日時

日時

場所・電話・問 子ども福祉課（☎内線395）

18日㈭ 9時〜15時

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）

問

平日 8時30分～17時15分

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

家庭児童（児童虐待・DVなど）
日時

行政（国や県に対する苦情・要望）
日時

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。

（☎24-1358）
（☎36-8762）

②子育て支援センター（みなみプラザ）
（☎35-7767）
③東子育て支援センター

障害者
（児）（障害者（児）の虐待・権利擁護に関する相談）
日時
場所
問

平日 9時～17時
【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）
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
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

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
12日㈮、25日㈭ 13時30分～16時30分
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みんな

のひ ろば

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。

第26回セミナー
安心・安全で住み継ぐ住まいづくり 無料

日時／2月13日㈯ 13時30分～15時30分
場所／市民図書館 2階セミナールーム「阿武隈」
内容／自然災害などから家族を守り、持続して快適な暮らしができる
住まいづくりなどについて講演
講師／㈱菅幸材木店 設計室 一級建築士事務所 菅井 幸徳 氏
定員／15人
後援／（一社）宮城県建築士会、
（一社）日本建築構造技術者協会東北支
部、（一社）新木造住宅技術研究協議会、宮城県木材協同組合、杜の
家づくりネットワーク
申込期限／2月5日㈮
申込・問／㈱菅幸材木店（☎22-2052、 22-6263）


岩沼ライオンズクラブボランティア活動助成金のご案内

岩沼ライオンズクラブは、市内の社会貢献活動を行うボランティア
団体に対して、必要な経費を助成することを目的とした「岩沼ライオ
ンズクラブボランティア活動助成金」を設立しました。今年度は、コ
ロナ禍における新しい取り組み・対策を行っている団体を募集します。
助成金の額／1事業1団体10万円（5団体程度を予定）
申請期限／3月31日㈬
決定通知／5月中
申請・問／岩沼ライオンズクラブ（平日10時～13時、大手町4-10、
☎22-5091、 090-9422-4047（佐藤）、 22-5134、
iwanuma-lc@space.ocn.ne.jp）

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カ月間） 13時～15時
（原則、第1・2・3日曜日。天候などによ
り第4・5日曜日への振り替えあり）
場所／朝日山テニスコート（C・Dコート）
指導内容／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
うに目指す、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
も出場（ラケットをお持ちでない方へは、
貸し出しします）
対象／市内の小学4～6年生（4月時点）
※各開催日に原則参加できること。
定員／先着24人
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／総合体育館に備え付けの申込用紙
を記入し提出（9時～17時、☎24-4831）
申込期限／3月11日㈭
問／岩沼市ソフトテニス協会事務局 村井
（☎23-3662）

【掲載申込について】
申込締切／4月号の場合は2月26日㈮
※原稿を提出された方には、3月16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）

○譲ります

〔

〕は希望価格

●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〕

ゆずりあいコーナー
受付方法／電話で受け付け

受付期限／2月26日㈮（物品により、取り引きを終了している場合があります）

【ゆずりあいコーナーを終了します】

これまで「ゆずりあいコーナー」を活用いただき、ありがとうございました。今月号での掲載をもって
終了となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
問／生活環境課（☎内線333・335）

エ フ エ ム いわ ぬ ま
月の主な番組
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1

月

市民会館・中央公民館からのお知らせ

3

水

8

月

あるまちの市役所情報 77.9MHz
（月～金曜日）8時30分／12時30分 放送中
9

火

市制施行50周年の連携事業を募集します

子育て支援センターからのお知らせ

10

水

グリーンピア岩沼からのお知らせ

総合体育館からのお知らせ

26

金

商工観光課からのお知らせ
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