
⑤ 自然環境

　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： eizobach@ta2.so-net.ne.jp ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mm_s_633@yahoo.co.jp

◎ グリーンピア岩沼の散策路の樹木や山野草など四季 ◎ 第１土曜日は整備（散策路の整備、倒木を利用して
  折々に楽しむと共に、会員相互の親睦を図り、岩沼   沢に橋架け、ささ刈）。

   市と協働してグリーンピア岩沼の自然保護活動に努

めています。グリーンピア岩沼の自然散策ガイド
「四季の山野草」を制作。定期的に散策路巡回、

ピアサン（ボランティア）活動をしています。

小学校里山体験学習支援や山野草、ヒメボタル等の

市民観察会を随時開催。

 

◎ 月１回の月例会での持ち寄り鉢の鑑賞、栽培方法 ◎ 身近な自然環境の保全・観察。
  （技術）の交換、年２回の展示会、自生地見学会、 ◎ 五間堀の清掃活動をします。
  花見、芋煮会、忘年会を行い親睦を深めています。   市政だより等でイベントの募集をします。

会　費

山野草の栽培、鑑賞 自然環境

080-5561-5010

岩沼山草会

代表者 斉　善忠 代表者 後藤　淳

いわぬま自然塾

入会条件 なし

年額 3,000円  入会金 2,000円

27

年額 3,000円

散 策 散策路整備・案内

連絡先

小川　栄造
連絡先

鈴木　正信

代表者 小川　栄造 代表者 鈴木　正信

0223-23-3702

090-5555-0756 090-5352-8435

活動日 活動日

グリーンピア森の散策会 いわぬま森のサポーター

第１土曜日 9：00～12：00

第４日曜日 10：00～12：00

第1･第2水曜日

第4金曜日

0223-23-3661

有

活動場所 活動場所 西公民館、グリーンピア岩沼内 散策路西公民館、グリーンピア岩沼

会　費 会　費

入会条件 なし 見 学 有 入会条件 なし 見 学

年額 1,000円 年額 1,000円　入会金 なし

活動日 活動日

連絡先 連絡先

斉　善忠 後藤　淳

0223-22-4621

第1木曜日

14：00～

022-242-0218

定例会で次回の日程を決める

活動場所 旧勤労青少年ホーム(市役所北側)、ハナトピア岩沼 活動場所 中央公民館

見 学 有有 入会条件 なし見 学

会　費
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◎ 相野釜公園内の除草とごみ拾い。 ◎ 主に県内の野山登山。
◎ 二野倉植栽地植樹→公園化 ◎ 年度途中からは体験入会となります。
        

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： s-tamate@h5.dion.ne.jp ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： Hideo180928@ybb.ne.jp

◎ 各月の登山・ハイキングを実施し、会員の親睦と ◎ ポイ捨てごみを一掃し岩沼を日本一きれいな町
  自然保護の精神を涵養する。   にする。市内５ヶ所を特定し、同一場所を６ヶ月毎
      に実施しています。老若男女誰にでもできるボラン

ティアです。ご協力いただける方を募集しています。
会員でなくても自由に活動出来ます。

千年希望の丘 二野倉植栽地

美化活動（ごみ拾い）
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活動場所

会　費 会　費

丘サポ・いわぬま

代表者

活動場所

見 学 有

年額 500円　入会金 なし 年額 3,000円　入会金 なし

玉手　仁 大山　秀雄

0223-24-4133

里山歩こう会 ごみゼロ岩沼

連絡先 0223-23-3568

有

活動日 活動日

090-9032-5897 080-1800-3119

連絡先

登山・ハイキング

植樹・育樹（草取り等） 登山・ハイキング

入会条件 なし 見 学 有 入会条件 なし 見 学

0223-24-4675

090-2271-9898

鈴木　正信 代表者 宅石　牛造

岩沼山の会

連絡先

活動場所

鈴木　正信 宅石　牛造

0223-23-3661 連絡先

090-5352-8435

月２回(前半･後半)

中央公民館(1月･2月)

第2土曜日(1月･2月除く)

会　費 会　費

入会条件 なし 見 学 有 入会条件 なし

年額 3,000円 年額 500円　入会金 なし

活動日 活動日
1月26日 役員会 13：00～15：00

2月10日 総会 13：30～15：00

西公民館(会議時)、岩沼市内

第2日曜日(8月・1月休み)

9：00～11：00

代表者 玉手　仁 代表者 大山　秀雄

活動場所 西公民館
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◎ 日帰りの山歩きを月１回（春から秋）開催していま ◎ 講師をむかえ野菜の栽培や料理方法などの技術を
  す。花を愛でながら、仲間と汗を流し、山を登り楽   習得する。

   しんでいます。一人で行けない人も、皆で行けば安 ◎ 私たちを取り囲む各種の環境を学ぶ。

心です。 ◎ ゲーム等で会員相互の親睦を深める。

◎ 里山登山を通して自然と触れ合い、健康増進と相互 ◎ 県内、近県の野山のハイキング、軽登山。
  の親睦を図る。

３月～11月までバスをチャーターし、日帰りでき     
る範囲でハイキングを楽しむ。

第2金曜日(3月～12月)
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ハイキング

会　費

山歩き 家庭菜園

連絡先

小川　栄造

代表者 小野　喜恵子代表者 小川　栄造

0223-24-1552

090-2848-2391

連絡先

活動日 活動日

緑の山クラブ 野菜いきいきクラブ

第1･第3金曜日 

10：00～12：00 

小野　喜恵子

0223-23-3702

090-5555-0756

第2木曜日

西公民館

有入会条件 70歳以下 見 学 無 入会条件

活動場所 西公民館 活動場所

会　費

なし 見 学

会　費

代表者 川名　健二

くさやぎ友の会

月額 400円　入会金 なし

岩沼ハイキングクラブ

ハイキング

年額 3,500円　入会金 なし

代表者 長田　伸治

活動日

連絡先

川名　健二長田　伸治

活動日

連絡先 0223-24-3305

090-4750-5581

第3土曜日 時間は随時

8月第4土曜日 時間は随時

090-7078-5947

0223-23-3176　

見 学 有入会条件 なし入会条件 なし 見 学

活動場所 中央公民館

有

活動場所 中央公民館、玉浦コミュニティセンター

年額 5,000円 他(実費バス代など)会　費年額 3,500円　参加月別途3,000円くらい
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◎ 年２回（春季・秋季）の盆栽と山野草の展示
  他、技術講習会を年間５回程度実施。
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0223-22-2013

入会条件

代表者 星　信一

星　信一
連絡先

盆栽

（社）日本盆栽協会　岩沼支部

年額 2,000円　入会金 なし

活動日 随時

活動場所 ハナトピア岩沼

有なし 見 学

会　費


