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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 10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（☎23-0334）

行政（国や県に対する苦情・要望）
日時 17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 1日㈫、8日㈫、15日㈫、22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
11日㈮ 14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㈭、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 16日㈬ 10時～15時30分

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
※受け付けは、1日から開始します。

問 社会福祉課（☎35-7751）
※相談は弁護士が対応します。

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）の生活など）
日時 平日9時～17時（要電話予約）

場所・電話・問
【西小学区】さんてらす（☎29-4587）
【岩小学区】 J's support岩沼（☎36-9862）
【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（☎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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ハーモニカ同好会 会員募集
　眠っているハーモニカはありませんか。懐かしい音色の
ハーモニカに息を吹き返させてあげましょう。先生が指導し
てくれるので、必ずうまく吹けるようになります。昔吹いたこ
とがある方、初心者の方、大歓迎です。まずはご見学から。
日時／毎月第3金曜日　14時～16時
場所／岩沼西コミュニティセンター 交流室
申込・問／青柳（ 080-2803-0857）
 

岩沼駆け込み寺「たった一人のあなたを救う」
　誰でも無料で相談できる相談窓口です。
　家族のことや仕事の悩みなど、相談内容は何でもOKで
す。話すことで心が軽くなるかもしれません。気軽に相
談ください。（電話・対面相談どちらも可）詳しくは、仙
台駆け込み寺のホームページをご覧ください。
※秘密厳守、プライバシーは守られます。
日時／毎週水曜日　13時～16時
場所／勤労者活動センター 研修室1
相談・問／相談員対応（ 080-8990-4696）
 

まちづくりネット市民ハイキング 
「秋保の里山を歩く」参加者募集

　秋保町にある愛宕山→大旗山→奥大旗山→やけ山へと
歩きます。往復公共交通機関利用。
日時／11月19日㈯　7時50分集合、17時30分頃解散
　（悪天候時中止）
集合場所／岩沼駅東口
参加費／500円（交通費は自己負担）
対象／小学生以上の健康な方
持ち物／昼食、飲み物、タオル、健康保険証など
申込締切／11月14日㈪まで
申込・問／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
　最上（☎35-7227）
 

3B体操 ふじの会 会員募集
　用具を使用する健康体操です。スポーツの秋、体を動
かして健やかな毎日を送りましょう。
日時／毎月第1・2・4月曜日　10時～11時30分
場所／いわぬま市民交流プラザ
申込・問／渡辺（☎36-9639）
 

第35回キャンディースマイル手づくりフェスタ  無料 
　手づくり雑貨にこだわったキャンディースマイルの販
売会を3年ぶりに開催します。皆さんにお会いできるのを
楽しみにしています。
日時／11月19日㈯　10時30分～17時、
　20日㈰　10時～16時
場所／岩沼西コミュニティセンター 多目的室3
問／佐藤（ 090-4312-3678）

講座「7カ国語で話そう。」～大人も子どもも楽し
める♪多言語講座＆ワークショップ！～  無料 

日時／①11月5日㈯　10時30分～12時、
　②11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～中学生は親子、高校生以上は一人での参加可
※ 完全予約制。ワークショップは5組まで。2回の参加を

おすすめしています。
申込・問／（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　平日10時～17時30分（☎0120-557-761）
 

不動産無料相談会開催！
日時／11月19日㈯　13時30分～16時　　※事前予約制。
場所／中央公民館 視聴覚室
申込・問／公益社団法人　宮城県宅地建物取引業協会
　（☎022-266-0011）
 

ベビーマッサージ in みんなの家
　オイルを使用し、五感を刺激しながら赤ちゃんにベビー
マッサージを行いませんか。ベビーマッサージは親子の気
付きを深めながら赤ちゃんの安眠効果にもつながります。
日時／11月4日㈮　10時～12時
場所／みんなの家　　持ち物／バスタオル
参加費／500円（ドリンク、お土産代含む）
申込・問／Let’s Fit～繋ぐ～代表　大宮 真由美
　（ 080-1854-6905）
 

成長・発達が気になる子どもとその家族への 
発達支援活動のお知らせ（利用者募集）

　作業療法士と精神保健福祉士などの有資格者でボラン
ティア活動を始めます。
　体や心の発達に偏りなどがある子どもたちに個別療育
訓練を実施し、一人ひとりの課題を把握し、安定して日
常生活が送れるように支援します。また、親御さんも元
気になれるよう、子どもの発達特性の理解や特性に応じ
た適切な対応技術の習得を目指し、ペアレント・トレー
ニングを実施します。
日時／11月6日㈰、12月11日㈰、1月15日㈰、2月5日㈰、

3月5日㈰　10時30分～14時30分
場所／JOCA東北（亀塚温泉） 和室
定員／各日程4人まで
※ 新型コロナウイルス感染防止対策に留意

して実施します。
申込方法／メールまたは右記から申し込み
申込・問／ハーモニーオブフィリアの会
　代表　小野
　（  harmonyofphilia8@gmail.com）

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

2 水 子育て支援センターからのお知らせ

4 金 市民会館・中央公民館インフォメーション

7 月 オーラルフレイル予防講演会のお知らせ

11 金 市民税、国民健康保険税について

14 月 固定資産税、宮城一斉滞納整理強化月間について

16 水 国税について

18 金 多文化共生シンポジウムについて

23 水 総合体育館からのお知らせ

28 月 ございんIWANUMAフェス

11
月
の
主
な
番
組

掲載申込期限／1月号の場合は11月25日㈮
掲 載申込・問／さわやか市政推進課（☎23-0334、 

22-2143、 kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）

▲申し込み

みんな ひろばの
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