耳より情報

C onsumer affairs consultation
問白石市消費生活相談室（市役所１階） ☎22-0783

消費生活相談

相談日：月・水・金（祝日は休み） 9:00 ～ 16:00

災害時の宿泊施設の解約トラブル

ホワイトキューブ
11月の休館日

４・11・18・25日

■ホ ワイトキューブ映画劇
場「ラストレター」

白石市もロケ地となった映
画「ラストレター」 ついに
キューブで上映いたします！
●日時 １月11日
（月）
①10:00 ～②14:00 ～
●場所 キューブホール
●料金 前売り 自由席
1,000円（当日1,200円）
●チケット発売日
11月７日（土）～
■白石寄席 春風亭小朝
独演会（振替公演）延期に
なっていました公演の日程が
決定しました。
●日時 ３月21日
（日）

開館時間 9:00 ～ 21:45
14:00 ～
●場所 キューブホール
●料金 前売り 全席指定
3,000円（当日3,500円）
未就学児入場不可
●チケット発売日
11月14日
（土）
～
■仙 台89ERS ホームゲーム
開催決定！

仙台89ERSホームゲームが

☎22-1290
４年ぶりに白石開催が決定 !!
B.LEAGUE2020-21シーズ
ン第10節 仙台89ERS vs 茨
城ロボッツ
●日時
12月５日
（土）
15:00 ～・６日
（日）
13:00 ～
●場所 キューブアリーナ
●チケット購入方法
詳しくは仙台89ERS のホ
ームページを確認ください。
（https://www.89ers.jp）
※入館時は、
マスクの
着用にご
協力くだ
さい。

■ど んな手口？
６万円の旅館を宿泊予約
し、クレジットカードで決済
した。台風の接近に伴い、電
車が運休することとなったた
め、現地へ行けないと思い宿
泊の２日前に解約の連絡をし
たところ、50％のキャンセル
料を請求すると言われた。
交 通 機 関 の 利 用 が で き ず、
現地へ行くことができないの
にキャンセル料がかかるのは
納得できない。

（70歳代 男性）
■ト ラブル防止のポイント
※旅 行や宿泊施設のキャンセ

11月の休館日 ４・11・18・25日
開館時間 10:00 ～ 20:00 最終入館 19:00
☎29-2326
■スパッシュランドフリーデー
●ハッピーライフサークル
毎週日曜日は10時～16時ま
（脳トレ、水中運動ほか）
で50ｍプールにフリーレーン
金曜日
出現！ 浮輪やビーチボール
●アンチエイジング筋力トレ
などの遊具の使用ができます。
ーニング教室 土曜日
電動の空気入れも常備してあ
※別途、
保険料を頂戴します。
るのでぜひお越しください。
※教室受講生は教室参加時の
■教室受講生募集中！
入館料が無料となります。
11月中旬よりスパッシュラ
■こどもフリーパス
ンド教室の第３期募集をいた
市内在住または市外から通
し ま す。
（ 教 室 開 始 は12月 上
園・通学の３歳から中学生ま
旬）
各教室受講料1,000円！
でのお子さんは、令和３年３
●水泳教室 月曜日
月31日まで入館料無料で利
●アクアウオーキング教室
用できます。ぜひお越しくだ
木曜日
さい（３歳未満無料）
。
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白石城
11月の休館日 無休
開館時間 9:00 ～ 16:00
☎24-3030
■白石城菊花展

■
〔消費者ホットライン188〕
国民生活センターのホーム
ページにも、同じく消費者被
害の最新情報が掲載してあり
ますので、そちらも併せてご
覧ください。

定例相談
相談種別
人権擁護
行
政

スパッシュランドしろいし

ルについては、原則として
旅行会社や宿泊施設の規約
に従うことになります。し
かし、地震や台風などの災
害時は、事業者が特別な対
応 を 行 う 場 合 も あ り ま す。
まずは事業者に問い合わせ
てみましょう。
※予 約する前にキャンセル料
など、規約をよく読み納得
したうえで申し込みましょ
う。わからない点があれば
事業者に確認しましょう。
※困 ったときは、お住まいの
自治体の消費生活センター
へご相談ください。

無料法律

日

時

11月16日
（月）
11月16日
（月）

※事前に電話で予約ください。

会

場

電

10:00〜15:00 市役所２階

第２会議室

10:00〜15:00 市役所３階

第３会議室

農
家
11月10日
（火）
10:00〜12:00 農林振興センター
こころの相談
11月16日
（月）
13:30〜16:30 健康センター
（要予約）
アルコール
11月18日
（水）
11:00〜16:30
仙南保健福祉事務所
思春期・
11月12日
（木）
13:30〜16:30 （要予約）
ひきこもり
障がい者
11月11日
（水）
13:00〜15:00 市役所３階 第３会議室
補 聴 器 巡 回 ・リオン：11月10日（火）・25日（水）
13:00〜14:00 市役所１階 東側和室
サ ー ビ ス ・ブルーム（旧ワイデックス）
：11月24日（火）

生活環境課

話
☎22-1314

農業委員会 ☎22-1256
健康推進課 ☎22-1362
仙南保健福祉事務所
母子障害班
☎0224-53-3132
福祉課 ☎22-1400
リオン
☎0224-52-2551
ブルーム ☎022-267-3435

相談種別
日時・会場・問い合わせ先など
いじめ相談
いじめ相談窓口（市役所４階 教育委員会内） i-line@city.shiroishi.miyagi.jp【24時間メール受け付け】
（アイライン） ※電話相談（☎22-1350）も実施しています（毎週月〜金 8:30〜16:30）。
家庭児童相談

市民の方が愛情を込めて育
てた美しい菊花をご鑑賞くだ
さい。
●期間 11月23日（祝）まで
●場所 歴史探訪ミュージアム
※白石城下「２割増商品券」
「ワ
ンだふるクーポン」が３施設
で利用できます。

総合福祉センター

毎週月〜金

8:30〜16:00

☎22-1400

高齢者総合相談 ①地域包括支援センター（総合福祉センター内）：☎22-1466 毎週月～金 8:30 ～ 17:15 ②在宅介護支援
（事前連絡必要） センター清風：☎22-2110 ③在宅介護支援センター八宮：☎24-5222 ②③は24時間電話受付しています。
生活困窮者
社会福祉協議会（総合福祉センター内） 毎週月〜金 8:30〜17:15 ☎22-2130
自立支援相談
青少年相談センター（市役所４階）
青少年相談
毎週月 ･ 火 ･ 木 ･ 金 8:30〜16:30 ☎22-1342（内線445）
消費生活相談

消費生活相談室（市役所１階生活環境課内）

毎週月 ･ 水 ･ 金

9:00〜16:00

☎22-0783

DV・セクハラ相談 男女共同参画相談支援センター（ふれあいプラザ内）
（事前連絡必要） 毎週月 ･ 水 ･ 木 ･ 金 8:30〜16:00 ☎22-6035※電話相談も実施しています。
仙南地域障がい者基幹相談支援センター【24時間電話受け付け】 平日：☎0224-51-5361 夜間・休日：☎080-3326-1788
障がい者虐待通報
※県南生活サポートセンターアサンテ内（大河原町）。平日は福祉課（☎22-1400）でも受け付けています。
健康相談

健康推進課

毎週月〜金

8:30〜17:15

☎22-1362
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