10月のお知らせ

図書館からのお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

火〜土 10:00〜19:00 ☎24-3131
日・祝 10:00〜17:00 25-1713

「秋の読書週間」に合わせ色々な事業を行います！
10 月 27 日㈰～ 11 月 9 日㈯は、「読書週間」です。
この期間中は、読書の楽しさをより多くの方々に知って
もらうため、さまざまな事業が行われます。当館でもたく
さんの企画を用意しておりますので、ぜひお越しください。

講演会

一般向け

宮城県慶長使節船ミュージアム館長の濱田直嗣氏を講師
に迎え、講演をしていただきます。
日時／ 10月12日㈯ 10時30分～12時
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム阿武隈
演題／「慶長使節四百年 政宗の夢 常長の現」
主催／岩沼市民図書館 参加費／無料 定員／ 90 名
申込方法／カウンターまたは電話でお申し込みください

朗読会

大人向けの絵本や詩などを読む、朗読会を開催します。
日時／ 11月2日㈯ 11時～ 場所／エントランスホール

今月の休館日は21日㈪です

いわぬま市民劇団ウィープ第13回定期公演作品

すてきな三人組〜ドロシーの夢〜

②19時開演
10/13㈰ ①15時開演
10/14㈪㈷ ①10時30分開演 ②14時開演

※開場は各時間 30 分前
中ホール
いわぬま市民劇団ウィープ
一般1,000円／当日1,300円
（全席自由）
中学生以下無料
（要整理券・市民会館
で配布中）

♪会 場
♪出 演
♪入場料

チケットは下記プレイガイドで販売中
≪プレイガイド≫
市民会館・ローソンチケット
（Lコード:23701）
劇団ホームページ（http://www.geocities.jp/weup2006/）

陸上自衛隊東北方面音楽隊

子ども向け

岩沼ふれあいコンサート

手作り絵本展示会

夏休みに当館で開催した「手作り絵本教室」で作成した
「世界にたった一つだけのオリジナル絵本」を展示します。
期間／ 10月27日㈰～11月9日㈯
場所／館内特設コーナー

特別おはなし会

いつもとは一味違い、場所を変えて
特別おはなし会を開催します。
日時／10月27日㈰ 10時30分～11時
場所／エントランスホール

10/19㈯
♪会 場
♪出 演
♪入場料

13時30分開場

14時開演

大ホール
陸上自衛隊東北方面音楽隊
無料（要整理券・市民会館で配布中）

岩沼コンサート2013

仲道郁代＆川井郁子

11/23㈯㈷ 14時開場 14時30分開演

DVD 上映会

♪会
♪出

楽しい映画を上映します。
日時／ 11月2日㈯ 10時30分～12時
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム阿武隈

※詳しくは市民図書館にお問い合わせください。
10 月の休館日／ 7 日㈪、14 日㈪、21 日㈪、28 日㈪、31 日㈭
図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

場
演

♪入場料

大ホール
仲道 郁代
（ピアノ）
／川井 郁子
（ヴァ
イオリン）
／三枝 成彰
（お話し）
S席3,000円／A席2,500円
※当日券は500円増

チケットは下記プレイガイドで販売中
≪プレイガイド≫
岩沼市民会館・岡文・手芸の店まむ
（ヨークベニマル内）
藤崎・ローソンチケット
（Lコード：23802）

朝日山総合公園について皆さんのご意見を募集します

朝日山公園の整備に当たり遊具や植栽などについて、市民の皆さんよりご意見を募集します。
募集対象／市民・市内勤務の方 書式／自由 提出期限／10月31日㈭必着
担当・問／都市計画課 公園緑地係
（☎内線432・437
0223-23-5888
toshikei@city.iwanuma.miyagi.jp）
有料広告を掲載しています
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ハナトピア岩沼体験講座
講座名

内

容

日

時

場 所
募 集
締 切
参加料
講 師
持ち物

生活雑貨ペイント
白磁茶椀に絵付け

フラワーアレンジメント
お菓子教室
日本料理
ハロウィンのフラワーアレ パ ン プ キ ン マ ー ブ ル ･紅葉御飯･菊の花のお吸
ンジ（生花）
チーズケーキ・ショコ い物･さつま芋の細工揚げ
ラブラン
物･鰤（ぶり）の照り焼き
お茶碗にお花・動物・風 バラ、ガーベラ、マムほか数 かぼちゃの裏ごしとク 旬の食材を使って秋らし
景 な ど の 転 写 シ ー ル を 種類の花や枝物、かぼちゃも リームチーズをマーブ いおもてなし料理を作っ
貼って、あなただけのオ 使って、ハロウィン気分を盛 ル 状 に し た ベ イ ク ド ていきます。深まりゆく
リジナルお茶碗を使って り上げる、ポップで楽しいア チーズケーキです。ホ 秋を料理で演出してみま
みませんか。作品は焼成 レンジメントを作ります。 ワイトチョコとくるみ せんか。
後お渡しになります。
のパンをつくります。
10月25日㈮
10月25日㈮
10月26日㈯
11月16日㈯
9:30～12:30
13:00～15:00
10:00～13:00
10:00～13:30
ハナトピア岩沼 研修室第２
ハナトピア岩沼 体験加工室
10名（最少催行3名）
10名（最少催行2名）
12名（最少催行4名） 20名（最少催行5名）
10月15日㈫
10月15日㈫
10月16日㈬
11月6日㈬
1,000円（材料費含む）
3,000円（材料費含む） 2,700円（材料費含む） 2,500円（材料費含む）
曵地 未紀さん
山本 明美さん
只木 満理さん
及川 孝子さん
新聞紙・ハサミ
エプロン・タオル
はさみ・ピンセット
エプロン・筆記用具
輪ゴム・ゴミ袋
筆記用具

申込／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスで下記まで。※窓口で直接申
し込みも可能です。
※電話では受け付けしません。
※定員になり次第、
締め切ります。
申込者へは後日連絡します。
問／ハナトピア岩沼
（三色吉字雷神7-1 ☎₂₃-₄₇₈₇
₂₄-₄₈₈₇）

平成26年度「児童福祉週間」
標語の募集

月のお知らせ
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毎年 5 月 5 日～ 11 日は、児童
福祉の理念の普及と啓発のための
「児童福祉週間」です。
平成 26 年度の児童福祉週間に
向けて、その象徴である標語を募
集します。詳しくはホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
募集内容／元気で頑張る子どもた
ちを応援する標語や未来に向け
ての子どもたちからのメッセージ
となる標語
募集期間／ 10月21日㈪まで
主催／厚 生 労 働省・
（社福）全 国 社 会
福祉協議会・
（一財）
こども未来財団
問／
（一財）
こども未来財団 事業部
標語募集係（☎03-5510-1833
http://kodomomiraizaidan.or.jp）

リサイクル情報コーナー

家で眠っているモノ、捨てるにはもったいない
モノ生かしてみませんか？
※10月8日㈫ 8時30分より電話にて受け付け。

○譲ります 〔

〕は希望価格

●西中男子制服・ワイシャツ4枚〔15,000円〕●水着（男子 LL・女子
130・170cm）
・水泳用帽子（赤）
・水泳用バスタオル・水着入れ袋（青）
〔無料〕●アイロン台・風呂マット2枚〔各1,000円〕
●パジャマ（男子 M）
〔無料〕●リュックサック（男児）
・ナップザッ
ク (2個 )・ショルダーバッグ〔応相談〕●北中男子制服上下（165 ～
170cm）
・ネクタイ・半袖ワイシャツ6枚・黒Ｖセーター〔応相談〕
●北中体操着半袖
（M）
〔応相談〕
●テニス用帽子2枚・ラケットバッグ〔無料〕●チャイルドシート〔無
料〕●室内用すべり台（子ども用）
〔無料〕●座卓・三面鏡・和ダンス・
整理ダンス・簡易トイレ（イス式）
〔応相談〕●連獅子の人形・フラン
ス人形〔応相談〕●籐の座椅子（2脚）
〔無料〕●歩行器（乳幼児用）3
個
〔無料〕●ローチェア（幼児用）4脚
〔無料〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●さくら幼稚園女子制服（上下・115cm）
〔無料〕
●使い古しの浴用タオル〔無料〕※保健センター内工房あすなろ（☎内
線787、水曜日を除く平日の9時～ 17時）
に直接ご連絡ください。
掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）

有料広告を掲載しています
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結婚相談会

日時／10月16日㈬10時～14時45分 場所／勤労者活動センター 対象者／49才までの独身男女また
は結婚適齢者を持つご家族の方 相談時間／1人45分程度 相談料／無料（10月11日㈮まで要予約）
申込・問／みやぎ青少年交流推進センター（☎022-293-4638平日10時～17時）

10月のお知らせ

サツマイモ取り放題！収穫＆お
菓子教室参加者募集！

収穫したあと、サツマイモを使
ったケーキを２種類作ります。収
穫したサツマイモはお持ち帰りい
ただけます。
主催／岩沼市農村青少年クラブ連
絡協議会
日時／ 10月27日㈰ 9時～12時
※雨天の場合、お菓子教室のみ開
催し、収穫は 11 月 2 日㈯に延期。
場所／ハナトピア岩沼体験農園内
対象者／市内の小学生
（要保護者同伴）
参加費／ 1,000 円（小学生 1 名）
申込方法／官製はがき１枚を持参
の上、9 時～ 17 時の間にハナ
トピア岩沼へ申し込みください
（電話申込不可）
募集／小学生 20 名
※申し込み多数の場合抽選。
締切／ 10 月 15 日㈫ 12 時
問 ／ 農 政 課（市役所3階☎内線315）

味噌作り日程調整（抽選）会
味噌作りを希望する団体が多
く、日程調整が必要なことから、
平成 26 年度の味噌作りの日程に
ついて抽選会を行います。申し込
みは不要ですので、味噌作りを計
画している団体は直接ご来場くだ
さい。なお、駐車スペースが限ら
れますので 1 グループ 1 台に乗
り合わせてご来場ください。
日時／ 10 月 11 日㈮ 14 時～
場所／農村環境改善センター
多目的ホール
問／農村環境改善センター
（☎ 24-3893）

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

危険物取扱者試験
準備講習会

乙種第 4 類受験者を対象に講
習会を行います。
日時／10月27日㈰ 9時～16時
場所／亘理町中央公民館 視聴覚室
受講料／3,000円
（教科書代含む）
受付期間／10月1日㈫～24日㈭
受付場所／防災連絡協議会事務局
（岩沼市消防署危険物係）
亘理地区防災安全協会
（亘理消防署内）
問／岩沼市消防署予防課危険物係
（☎ 22-5171）

平成26年岩沼市成人式
市内に居住されている該当者の
方には、12 月に案内状をお送り
します。また、市外にお住まいの
方で、岩沼市の成人式に参加を希
望される方は、ご連絡ください。
日時／平成26年1月12日㈰
12時30分受付 13時30分開式
会場／市民会館 大ホール
該当者／平成5年4月2日～
平成6年4月1日に生まれた方
問／生涯学習課
（市役所5階☎内線572・573）

空の日 仙台空港祭 2013
空港に対するご理解と関心を高
めていただくため、9月～10月に
かけて全国各地の空港などでさま
ざまな催しが企画されています。
仙台空港でも、空港を身近に感
じてもらえるよう、
「空の日」イ
ベントを開催します。皆さんのご
来場をお待ちしています。

日時／10月13日㈰ 9時30分~16時
場所／仙台空港内（仙台空港ター
ミナルビルほか）
問／国土交通省東京航空局仙台空
港事務所 総務課 石井・佐々木・
坂上（☎ 022-383-1221 平日
9 時～ 17 時）

第57回手をつなぐ育成会
宮城県大会

「あなたの活動が幸せの風を呼
ぶ～暮らしを支える共生の地域づ
くり～」をテーマに、障害のある
人たちが地域で豊かに暮らせるま
ちづくりを推進し、障害福祉の向
上を図るため、第 57 回手をつな
ぐ育成会宮城県大会を岩沼市にお
いて開催します。
主催／一般社団法人宮城県手をつ
なぐ育成会、岩沼市手をつなぐ
親の会連絡協議会
日時／10月22日㈫ 10時～12時40分
場所／岩沼市民会館
記念講演／㈱アップルファーム
代表取締役 渡部 哲也 氏
※親の会会員以外の方も参加でき
ますので、詳しくは下記までお問
い合わせください。
問／第57回大会実行委員会事務局
（社会福祉課内☎内線 358）

法テラス山元巡回相談会
～法的悩みご相談ください～

二重ローン・相続・土地の境界、
原発被害の賠償など、法的問題に
ついての無料巡回相談を行います。
日時／ 10月22日㈫ 13時～15時30分
場 所 ／総合福祉センター（ あいプ
ラザ）ボランティア研修室
申込・問／法テラス山元
（☎ 050-3383-0213）

有料広告を掲載しています
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10月
胃がん検診・大腸がん検診
を受診しましょう

胃がん検診〈レントゲン ( バリ
ウム ) 検査〉・大腸がん検診〈便
潜血検査〉を実施します。
検診の申し込みをされた方に受
診票などを発送します。これから
検診を申し込みされる方は、下記
までご連絡ください。
個人負担金などの検診の詳細に
ついては受診票（検診キット）で
お知らせします。
検診日／10月15日㈫～31日㈭
対 象 者 ／ 平 成 26 年 4 月 1 日 現
在の年齢で、胃がんは 40 歳以
上、大腸がんは 35 歳以上の方
検診場所／岩沼市保健センター
申込・問／健康増進課
（市役所3階☎内線345・346）

脳検診・歯周疾患検診は
受けましたか

月のお知らせ
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今年度 50 歳になる方を対象に
脳検診・歯周疾患検診を実施して
います。お早めに医療機関に予約
をしてから受診してください。
対 象 者 ／ 昭 和 38 年 4 月 2 日 ～
昭和 39 年 4 月 1 日生の方
※対象外の方は、受診できませ
んので、ご了承ください。
脳検診期間／ 10 月 31 日㈭まで
※申し込みした方に受診票を送
付しています。
歯周疾患検診期間／ 10 月 31 日
㈭まで ※対象者全員に受診票
を送付しています。
問／健康増進課(☎内線345･346）

岩沼市介護予防事業
「健幸栄養教室」

介護予防のための栄養改善学習
日時／10月17日㈭
10時～13時30分
場所／総合福祉センター（ あい
プラザ）
調理室
講師／岩沼市デイサービスセンター
さとのもり管理栄養士 斎 敏子 氏
内容／『楽々メニューで健幸食生
活』～旬の食材を使って、作っ
て楽しみましょう～
定員／ 20 名
参加費／無料
対象者／要介護認定を受けていな
い 65 歳以上の方
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター
（☎ 25-6834）

家族介護教室
介護疲れをスッキリ！正しく運
動でリフレッシュ！～正しい筋肉
を鍛えるためには？～
日時／10月18日㈮ 10時～12時
場所／玉浦公民館 大会議室
講師／株式会社 FIT-R 健幸工房代
表 ＮＯＢＵ 高橋 氏
定員／ 30 名 参加費／無料
対象者／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター☎ 25-6656

では参加してくれる親子の皆さ
ん、現在妊娠されているプレママ
を募集します。
対象／子育て中の親子
（0 ～ 3 歳）
および現在妊娠中の方
申込締切／各回の 5 日前まで
開催日／ 10 月 22 日㈫・29 日㈫・
11 月 12 日㈫・11 月 19 日㈫
時間／ 9 時 45 分～ 11 時 40 分
会場／岩沼みなみプラザ
内容／中学生との交流・子育てト
ーク、遊びやリズムなど
申込・問／岩沼市子育て支援セン
ター（☎ 36-8762）

住宅・土地統計調査
10 月 1 日㈫、全国で平成 25
年住宅・土地統計調査が実施され
ます。豊かな住生活を実現するた
めの大切な調査です。調査員が伺
いましたら、調査へのご理解をお
願いします。
問／総務課 情報統計係
（市役所5階☎内線514・517）

市有地を売却します
所在地／三色吉字平等85番1他2筆
公簿面積／ 363.61㎡
用途地域／第一種住居地域
受付期間／ 10月7日㈪～18日㈮
※売却物件や応募方法など詳しく
はお問い合わせください。
問／総務課（☎内線 512）

幼児親子と中高生の
ふれあい遊びと子育てトーク
現在子育て中の親子と、将来パ
パやママになる中学生の交流事業
を行います。子育て支援センター
有料広告を掲載しています
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市の震災対応臨時職員 ( 事務補
助員・業務員）を再募集します

対象／市内に住所を有する被災求職中の方 勤務内容／震災関係の補助業務 募集期間／10月
1日㈫～11日㈮ 雇用期間／11月1日㈮～平成26年3月31日㈪ 人数／若干名 勤務形態・日
額・応募方法など詳しくはお問い合わせください。 問／商工観光課（☎内線322）

