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講座名 お菓子教室 生活雑貨ペイント フラワーアレンジ講座

内　容

クレーム・オ・ポム
スイートポテトのツイストパン 小物入れケースにトールペイント クリスマスリース作り

・型を使わない簡単りんごのパイ
・さつま芋をはさんだツイストパン

カントリー調に仕上げます。
初心者の方でも楽しめます。

白とシルバーを基調とした大人っぽ
いリース（大きさ約 25㎝）を作ります。
生花ではありませんが、ナチュラル
素材を使います。

日　時 11月23日㈯  10：00～13：00 11月29日㈮  9：30～12：30 11月30日㈯  13：00～15：00

場　所 ハナトピア岩沼  体験加工室 ハナトピア岩沼  研修室第 2

募　集 大人 12 名 （最少催行 4 名） 大人 10 名 （最少催行 3 名） 大人 10 名 （最少催行 3 名）
締　切 11 月 13 日㈬ 11 月 19 日㈫ 11 月 20 日㈬
参加料 2,700 円（材料費含む） 1,500 円（材料費含む） 2,800 円（材料費含む）
講　師 只木 満理 さん 曵地 未紀 さん 山本 明美 さん
持ち物 エプロン・タオル・筆記用具 エプロン・筆を洗う容器 新聞紙・ゴミ袋

ハサミ（ワイヤーを切ります）

ハナトピア岩沼体験講座

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。※電話では受け付けいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。 
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787  24-4887）

日時／ 11 月 9 日㈯〜 10 日㈰ 
　10 時〜 16 時（10 日は 15 時 30 分まで）
場所／市民会館・中央公民館
主管／市民文化芸術祭実行委員会

問／市民会館・中央公民館（☎ 23-3434）

第 25 回岩沼市民文化芸術祭
～希望の輪いま花ひらく～

第 11回岩沼市観光写真コンクール作品募集

テーマ／史跡・暮らし・街並み・自然・伝承芸能・震災
復興風景など、市の魅力を内外へアピールできる作品。
テーマは自由。
規格／カラープリント　四つ切ワイド　１人３点まで
締切／平成 26 年 3 月 24 日㈪　当日消印有効
発表／平成 26 年 5 月中旬（予定）

応募先・問／岩沼市観光物産協会事務局（商工観光課内☎内線 323）

　今回で第 11 回を迎える岩沼市観光写真コンクールは、写真展や観光パンフレットなどに作品を
活用し、市の魅力を PR することを目的として実施しています。ぜひご応募ください。

　絵画、書道、華道、舞踊、民謡、合唱、茶道
など、日頃の活動の成果をご観覧ください。

りんごジュース作り教室

日時／ 12 月 1 日㈰　
　　　   9 時〜 12 時
場所／農村環境改善センター
対象者／市内居住者で教室に参加するのが初めて

の方（成人）
定員／ 10 名　
※定員を超えた場合は抽選により決定します。
参加費／ 700 円
申込方法／はがきに郵便番号・住所・氏名・電話

番号を記入の上、申し込みください。
締切／ 11 月 20 日㈬
申込・問／農村環境改善センター（☎ 24-3893

〒 989-2455 岩沼市北長谷字樋下 224-1）

賞／ 11 作品（賞状・賞金）まで
　※一人一賞とさせていただきます。
　◎特選　　1 点　賞状・賞金　30,000 円
　◎準特選　2 点　賞状・賞金　20,000 円
　◎特別賞　3 点　賞状・賞金　10,000 円
　◎入選　　5 点　賞状・賞金　  5,000 円

▶インフォメーション
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申込・問／グリーンピア岩沼 　☎ 25-5122　（月～金：９時～ 17時）

～秋の里山に来てみませんか～今月のグリーンピア情報

陸上競技場11月行事予定

市民体育センター11月行事予定

※総合体育館は、復旧工事のため全館閉館中です。再開は平成 25年 12月 15日㈰からとなります。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。

問／総合体育館　☎ 24-4831　（月～金　8時 30分～ 17時 15分）

○終日
	 3日㈰・４日㈪　岩沼Fライオンズカップ（サッカー）
	 9日㈯　レッツいわぬまキッズサッカー交流大会
10日㈰　第42回名取市民総合スポーツ祭兼市民記録会（14時まで）
17日㈰　第9回レッツいわぬま杯女子サッカー大会
23日㈯　岩沼市スポーツ少年団世代間交流G・G大会
24日㈰　リベルタサッカースクール

28日㈭・29日㈮・30日㈯　いわぬまエアポートマラソン大会準備
○午前中のみ
	 7日㈭　レッツいわぬまわいわいシニアスポーツ教室
	 8日㈮・11日㈪　藤浪遊友会（グラウンド・ゴルフ）
27日㈬　名取支援学校校内マラソン大会
○午後のみ
	 2日㈯　宮城県サッカー協会昇級体力・筆記試験

○終日（17時まで）
	 2日㈯　花館小学校マーチングバンド練習、おやこドッジすくうる
	 3日㈰　岩沼市長杯（バドミントン）
	 4日㈪　岩沼市長杯（卓球）
17日㈰　岩沼市長杯（空手）
30日㈯　岩沼市長杯（バドミントン）

○午前中
5日㈫、6日㈬、7日㈭、10日㈰、12日㈫、14日㈭、16日㈯、19日㈫、　
20日㈬、21日㈭、26日㈫、28日㈭　各種スポーツ団体

○16時～18時
5日㈫、7日㈭、14日㈭、19日㈫、21日㈭、28日㈭　各種スポーツ団体

とっておき！里 山 情 報

※テニスコート　休業のお知らせ 
人工芝生化改修工事を行いますので、11 月４日㈪〜平成26年３月31日㈪は使用できません。
※体育館　休業のお知らせ 

体育館床面改修工事を行いますので、12 月 10 日㈫〜 27 日㈮は使用できません。ご迷惑をお掛
けします。

グリーンピア岩沼　「親子でリズム教室」のお知らせ

音を聞いてからだを動かすプログラムです。お子さんの健やかな発達とからだづくりをサポートします。
大人も一緒に楽しく動きましょう！

～里山を歩いて、健康づくりやリフレッシュに役立ててみましょう～

日　時／ 11 月 12 日㈫・26 日㈫　2 回　10 時〜 12 時
会　場／体育館アリーナ　 対　象／ 2 歳〜未就学児の幼児と母親または保護者
定　員／親子 30 組　 参加費／ 1 回 200 円　申込／電話またはグリーンピア岩沼へ直接お申し込みください
持ち物／運動靴、タオル、飲み物（水分補給ができるもの）、動きやすい服装でお越しください

①ノルディックウオーキング体験会
　●11月11日㈪　10時～12時（雨天中止）　●参加無料
　両手にポールを持って歩く運動です。ポールの使い方を学んだ後に散策路を実際に歩きます。

②グリーンピア森の散策会
　●ピアサンの日  11月6日㈬　●定例散策日	11月13日㈬・11月22日㈮
　いずれも10時〜12時、小雨決行、参加無料

③森のサポーター定例散策　●11月24日㈰　10時～12時　●参加費100円（保険料）
※①はスポーツハウス前集合、②・③は食菜館ひまわり前集合です。野外活動に適した服装でご参加ください。

▶今月のグリーンピア情報




