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の相談の相談
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

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 29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）の虐待・権利擁護に関する相談）

日時 ［相談窓口］平日 10時～15時
［虐待通報］平日 8時30分～17時15分

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
8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 1日㈮ 9時～15時（法の日無料相談）

場所・電話 市役所6階第7会議室

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 1日㈮、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）
※1日㈮は、市役所6階第1会議室になります。

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 1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）
※1日㈮は、市役所6階第1会議室になります。

問 さわやか市政推進課（☎内線643）

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～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）
※1日㈮は、市役所6階第1会議室になります。

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）

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
まちづくりネット　六華亭遊花独演会
　人気落語家、六華亭遊花さんの落語をお楽しみくだ
さい。
日�時／10月23日㈯　①13時～14時（開場：12時
30分）、②15時～16時（開場：14時30分）

場�所／ホテル桃幸（中央一丁目1-1）
対�象／どなたでも
入場料／1,500円（当日券2,000円）
※�当日券はチケットに残数がある場合に限り販売します。
申込・問�／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット�及川
　（☎21-1106）

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

岩沼おやこ劇場第102回�合同鑑賞例会
人形劇団むすび座おさんぽ劇場「ともだちや」

　キツネとオオカミのちょっとおかしな友情ものがたり。
ほんわかと楽しいひとときを一緒に過ごしませんか。
日時／10月31日㈰　11時
場所／いわぬま市民交流プラザ 2階多目的室
出演／人形劇団むすび座
※鑑賞には入会（当日入会可）が必要です。
会費／月会費1,300円、入会費200円（3歳までは無料）
※ 今後の新型コロナウイルスの感染状況により中止・延

期となる場合があります。
主催・問／岩沼おやこ劇場（☎22-3814、
　  oyakogekijyo@yahoo.co.jp（火・水曜日 10時～14時））
 

健康まぁじゃん教室体験会参加者募集
　認知症予防のための健康まぁじゃん教室です。未経験
の方から経験者の方までクラスが選択できます。
日時／10月14日㈭、21日㈭、28日㈭　13時～16時
場所／たけくま集会所
定員／先着16人
申込締切／10月11日㈪（不在の時は留守電に「健康まぁ

じゃん申し込み」と残してください）
申込・問／田中（☎24-3343）
 

ひきこもり居場所支援「フリースペースなとり」
　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
※見学希望の方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）

パラスポーツ体験
日時／10月2日㈯　9時30分～11時30分
場所／グリーンピア岩沼体育館
対象／小学生　　定員／20人程度

スポーツ教室�参加者募集
レッツサッカー教室

日程／週1～2回（月6回）、水曜日を主体として、土・日
曜日も開催

時間／17時～19時（土・日曜日、祝日は別途お知らせします）
場所／グリーンピア岩沼ほか　　対象／小学生男女
会費／1カ月2,500円、保険料などは別途

ヒップホップダンス教室
日時／毎週木曜日　基礎：①16時30分～17時30分、②

17時～18時、初級：①17時40分～18時40分、②18
時5分 ～19時5分、 中 級： ①18時50分 ～19時50分、
②19時10分～20時10分
場所／①玉浦コミュニティセンター、
　②市民会館リハーサル室
対象／4歳～小・中学生男女
会費／1カ月5,000円、保険料などは別途

わいわいシニアスポーツ教室（多種目）
日時／毎週木曜日　13時～15時
場所／勤労者活動センター、グリーンピア岩沼体育館ほか
対象／50歳以上男女
会費／1期（3カ月）3,000円、保険料などは別途

申込・問／レッツいわぬまスポーツネット
　（☎ 23-9355、  lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
 
【掲載申込について】
申込期限／12月号の場合は10月29日㈮
※ 原稿を提出された方には、11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643、
　 22-2143、　  kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

　交通死亡事故が発生しました
・8月19日㈭9時ごろ、市内稲荷町地
内で自動車と自転車が関係する交通
死亡事故が発生しました

・交通事故は誰の身にも起こり得るこ
とであり、他人事ではありません

・「適度な緊張感」を忘れずに外出しましょう
　秋山登山時の遭難にご注意ください
・これからの季節、徐々に日が短くなり、気温
も低下してきます

・十分な装備を用意し、無理のない計画を立て
ましょう

・天候の急変などが予測される際は、無理をせ
ず、早めに下山しましょう

・登山届を必ず提出し、家族にも行き先を伝え
ておきましょう

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
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