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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㈭ 9時～16時（15ページに関連記事）

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（☎23-0334）

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（☎23-0334）

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（☎23-0334）

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
10日㈮ 15時30分～16時30分

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（☎23-0529）

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）

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）

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（☎23-0291）

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（☎23-0573）

市民無料法律相談（賃借・契約・相続・離婚など法律に関わる相談）

日時 ①22日㈬ 10時～15時30分
②28日㈫ 13時30分～16時30分

場所 総合福祉センター（ あいプラザ）

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

①社会福祉課（☎35-7751）
②法テラス宮城（☎050-3383-5538）
※①の相談は弁護士が対応します。
　 ②の相談は予約の際に「岩沼市の巡回相談希望」

と伝えてください。

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（☎35-7751）
社会福祉協議会（☎29-3970）

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・電話
【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（☎23-0509）

問 社会福祉課（☎23-0509）

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（☎23-0334）
②社会福祉課（☎23-0509）

ひきこもり相談（不登校やひきこもりに関する相談）
日時 毎週火・水・金曜日（祝日を除く）11時～19時

場所 HATCH（ハッチ）岩沼（中央三丁目3-17-2）

問 HATCH（ハッチ）岩沼（ 070-1160-8832）

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（☎23-0844） 

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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【掲載申込について】
申込期限／8月号の場合は6月30日㈭
掲載申込・問／さわやか市政推進課
　（☎23-0334、　 22-2143、
　  kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

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。未経験者の方
から経験者の方までクラスが選択できます。
日時／6月9日㈭、16日㈭、23日㈭　13時～16時
場所／たけくま集会所（たけくま一丁目8番3号）
定員／先着16人　　申込締切／6月6日㈪
申込・問／田中 栄（☎24-3343）
※不在時は留守電に「健康麻雀申し込み」と残してください。
 
東日本大震災から10年を振り返る　「震災と女性」に
関する調査報告会・震災から11年を語り合う会  無料 

日時／6月25日㈯　13時30分～15時30分
場所／岩沼西コミュニティセンター
定員／先着30人
共催／いわぬま女性防災リーダーの会
　特定非営利活動法人イコールネット仙台
申込・問／いわぬま女性防災リーダーの会（☎ 22-0089）
 

講座「7ヵ国語で話そう。」
　親子で楽しめる多言語講座＆ワークショップ  無料 

日時／①6月26日㈰　10時30分～12時、
　②7月1日㈮　19時～20時30分
場所／①名取市文化会館、②増田公民館
対象／0歳から中学生までは親子で、高校生以上は1人で参加可
※完全予約制・ワークショップは5組まで。
申込・問／（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　（☎0120-557-761　平日10時～17時30分）
 

体験会2つのお知らせ  無料 
　韓国文化を楽しむため、2つの新しいサークルを立ち上げる
前の体験会です。
①韓ドラから韓国文化を垣間見るサークル
　 韓国ドラマを話題に楽しくおしゃべりしながら、韓国文化を

知っていくサークルです。
②韓国の歌を歌うサークル
　韓国の歌を韓国語で歌ってみる活動をします。
　2つのサークル共に韓国語は全く分からない方でも大丈夫で
す。興味のある方は一度見学にお越しください。
日時／①、②6月29日㈬　14時～16時
場所／岩沼西コミュニティセンター
問／李

イ
（ 090-8786-3219）

※ 当日ご都合の付かない方は、まずお電話ください。韓国語の
勉強に興味のある方の問い合わせも大歓迎です。

 
童謡サークル「秋

コス

桜
モス

」メンバー募集
　童謡、季節の唱歌、懐かしい歌謡曲などを楽しく歌っています。
まずは気軽に練習風景を見に来てください。お待ちしています。
日時／毎月第1・3水曜日　10時～12時
場所／勤労者活動センター　　会費／毎月2,500円
問／小野寺（ 090-2951-0102）
 

岩沼おやこ劇場第105回合同鑑賞例会
「おもしろサイエンスショー」

日時／7月10日㈰　10時30分（予定）
場所／玉浦コミュニティセンター 多目的室
講師／阿部 清人 氏
参加費／月会費1,300円、入会金200円（3歳まで無料）
※ 鑑賞には入会（当日入会可）が必要です。詳しくは、問い合

わせください。
申込・問／岩沼おやこ劇場　火・水・金曜日　10時～14時
　（☎ 22-3814、  oyakogekijyo@yahoo.co.jp）

岩沼ヨーガ同好会　会員募集
　ストレッチを中心に呼吸法を学び、健康的な生活
が送れる体づくりを目指しています。まずは、見学
してみませんか。
日時／毎週水曜日　10時～11時30分
場所／里の杜集会所
会費／前期4,000円・後期 4,000円
問／鈴木（ 090-7522-0852）
 

岩沼童謡クラブ　会員募集
　2年ぶりにスタート。懐かしい童謡・叙情歌や新
しい曲にもチャレンジしながら心と体の健康づくり
を目指します。ステキな仲間と一緒に、和やかに歌
いませんか。
日時／毎月第1・3火曜日　10時～12時（月2回）
場所／岩沼西コミュニティセンター
講師／小野 綾子（ソプラノ）、古積 郁子
問／井口（ 090-2842-4420）
 

3B体操　会員募集中
日時／毎月第2・4火曜日　19時～20時30分
場所／玉浦コミュニティセンター
問／（公社）日本3B体操協会
　齋（ 080-3099-2362）
 

岩沼航空少年団　団員募集
　航空に関する施設見学、規律訓練（集団行動）合
宿訓練（1泊2日）、スポーツ観戦、スキー教室、セ
スナ機体験搭乗、ドローン体験会など。子ども同士、
大人との関わりで互いに礼儀を学び社会に役立つ人
になれるように見守っています。体験参加も随時受
け付けています。入団費用など、詳しくは、問い合
わせください。（活動日原則月1回）
入団資格／団員：市内または近郊に在住の小学1年

生以上の方
　幹部団員：18歳以上（社会人・学生可）
問／事務局　齋（ 090-5358-9779）
 

楊式太極拳研究会　会員募集
　最も多くの方に愛好されている伝統的な楊式太極
拳を練習しています。見学自由です。ぜひお越しく
ださい。
日時／毎月第1・3土曜日　13時30分～15時30分
※場所については、問い合わせください。
問／及川（ 080-1810-4090）
 
ウクライナ侵攻から国連憲章・憲法前文・

九条を考える  無料 
日時／6月12日㈰　10時～11時30分
場所／いわぬま市民交流プラザ 交流室1・2
講師／弁護士　草場 裕之 氏
主催／岩沼憲法九条の会
問／今野（☎24-3501）

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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