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の相談の相談
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 2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 16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 7日㈫、14日㈫、21日㈫、28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 28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㈫、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～12時、 13
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322）

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子育て支援センター（みなみプラザ） （☎36-8762）
②東子育て支援センター （☎35-7767）
③地域子育て支援センター J'sキッズ （☎36-9853）

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
（☎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 24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・電話
【西小学区】さんてらす（☎29-4587）
【岩小学区】 J's support岩沼（ 090-1938-8341）
【南小学区】ぱれっと（☎24-1712）
【玉小学区】県南ありのまま舎（☎36-8578）

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
9月10日㈮ 15時30分～16時30分

新型コロナウイルスの影響により、
内容が変更になる場合があります。
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市制施行50周年記念
オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」
　どなたでも楽しめる日本語による上演です。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用のご協
力をお願いします。
日時／9月23日㈭
　13時（開場：12時30分）
場所／市民会館 大ホール
対象／どなたでも
入場料／無料（要申し込み）
申�込・問／声楽・オペラ愛好会「すずの会」佐藤
　（ 090-1931-1310）

3 金 総合体育館からのお知らせ
6 月 秋の全国交通安全運動の実施について
8 水 子育て支援センターからのお知らせ
10 金 健康増進課からのお知らせ

13 月 秋のクラシックコンサートの開催について

15 水 市民会館インフォメーション、中央公民館から
のお知らせ

22 水 やさしい日本語講座の開催について
23 木 グリーンピア岩沼からのお知らせ

9
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

掲�載申込・問／政策企画課（☎内線525、 
seisaku-k@city.iwanuma.miyagi.jp）

歩いて暮らせるまちづくりネット�参加者募集
歌声広場

　毎月第4土曜日恒例のよい市において開催します。ア
コーディオンの演奏に合わせて一緒に歌いましょう。感
染予防のため、屋外にて開催します。
日時／9月25日㈯　13時30分（雨天中止）
場所／児童発達支援・放課後等デイサービス　ぐれいす

前（中央一丁目5-28）
参加費／無料（途中出入り自由）　　問／及川（☎21-1106）

市民ハイキング�鎌倉山登山
　作並にある鎌倉山に登ります。標高520㍍、実歩行時
間は往復3時間程度です。往復公共交通機関利用。
日時／9月26日㈰　8時集合（雨天中止）
集合場所／岩沼駅東口　　対象／小学生以上の健康な方
参加費／1,000円（ほか交通費実費）
持ち物／昼食、飲み物、健康保険証など
申込期限／9月18日㈯　　申込・問／最上（☎35-7227）
おり紙つるし飾り制作ボランティア�参加者募集（初心者大歓迎）
日時／9月7日㈫、28日㈫、10月12日㈫、19日㈫、11月2日㈫、 

16日㈫、12月7日㈫、21日㈫、令和4年1月18日㈫
　9時30分～12時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）2階大会議室
対象／5回以上の参加が可能で、市内在住の方
参加費／200円（通信費。折り紙などの材料は主催者で用意）
申込・問／米内（☎24-1304）

あなたの心に寄りそう�傾聴サロン
　誰かとゆっくり話がしたい、悩みを聞いて欲しい、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対応します。個別対面で、
相談は無料です。予約が必要です。
日時／9月15日㈬　（毎月第3水曜日）　10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
申込・問／NPO法人仙台傾聴の会 森山
　（ 090-6253-5640）
 

原爆と人間展�
ノーモア�ヒロシマ・ナガサキそしてフクシマ

日時／9月25日㈯　10時～18時、26日㈰　10時～16時
場所／市民図書館
入場料／無料
※2階セミナールーム千貫でDVDも上映しています。
問／「原爆と人間展」実行委員会
　五十鈴川（☎ 24-2693）
 
【掲載申込について】
申込期限／11月号の場合は9月30日㈭
※ 原稿を提出された方には、10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643、 22-
2143、 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

　市内西部地区で痴漢被害が多発しています
・岩沼駅より西側の地域で女子学生を狙った痴

漢被害が多発しています（犯人像：自転車に
乗った男、犯行時間：18～20時に集中、犯
行手口：徒歩移動の女子学生に後ろから自転
車で近づき、追い抜きざまにお尻を触る）

・被害に遭遇したり、怪しい人物を見かけた場
合は、すぐに110番通報してください

　ボウガンの所持が禁止されます
・銃刀法が改正され、ボウガン（クロ

スボウ）の所持が原則禁止されます。
不法に所持していた場合は、罪に問
われます

・ボウガンを所持している場合は、法令に基づ
く許可を申請するか、最寄りの警察に処分を
依頼してください

問／岩沼警察署（☎22-4341）、
　　生活環境課（☎内線334・336）

岩沼警察署からのお知らせ岩沼警察署からのお知らせ生活安全情報
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市制施行50周年
連携事業

みんな ひろばの
新型コロナウイルスの影響により、
内容が変更になる場合があります。
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