▶今月のグリーンピア情報

今月のグリーンピア情報

〜冬でもまだまだ楽しめます！〜

年末年始の休館について
●森のプール
●屋内屋外スポーツ施設

●トレーニングルーム
12月28日㈯～1月4日㈯
●日帰り入浴
12月30日㈪午前・1月6日㈪午前

12月24日㈫～1月4日㈯
12月28日㈯～1月4日㈯

※体育館は床面改修工事のため、
12月10日㈫～12月27日㈮の貸し出しは行いません。
※テニスコートは改修工事のため、
3月末まで貸し出しは行いません。

グリーンピア岩沼では散策路や施設を使い、体力に合わせた健康づくりができます。

①のんびり里山散策

②水中運動でスッキリコース

●グリーンピア森の散策会
◇12月４日㈬ ◇12月11日㈬

●森のプール30分水中ウォーキング（各定員20名）
月曜日／13時30分 水曜日／13時30分～
木曜日／13時30分～、18時30分～

10時～12時

参加費無料・食菜館ひまわり集合
●森のサポーター
◇12月22日㈰ 10時～12時

金曜日／10時30分～、17時～
土曜日／11時30分～

参加費100円（保険料）・食菜館ひまわり集合

申込・問／グリーンピア岩沼

◇参加費無料ですが、施設使用料が必要です。
◇プール内では水着、水泳キャップを着用してご入場ください。

☎ 25-5122 （月〜金：９時〜 17 時）

ハナトピア岩沼体験講座

お菓子教室
フラワーアレンジ講座①
（クリスマスケーキ）
A.お正月のしめ縄飾り
クリスマスボード A.苺のショートケーキ
ハートやオーバル 苺をたっぷり使ったショー（アートフラワー）
大きなしめ縄に、アートフ
ボードに雪だるま トケーキ
ラワーや水引きなどで豪華
やモミの木を描き
ま す。 初 心 者 で も B.渋皮煮のモンブランケーキ に飾ります。
楽しめる図案です。渋皮煮とフランス製のマロ
ンペーストを使用したモン B.クリスマスの小・中学生
容
ブランケーキ
向けアレンジ（生花）
生花でクリスマスのお庭を
C.ＡかＢの選択
表現したアレンジメントを
作ります。お花で雪ダルマ
※すべて直径18㎝のケー やトナカイを作ってかわい
キになります。
らしい作品に仕上げます。

講座名 生活雑貨ペイント

内

フラワーアレンジ講座②

日本料理

A.お正月の生花アレンジメント
松や千両、葉ボタン、オン
シジューム、菊など多数の
花材を使った迎春にぴった
りな豪華な作品です。

蕪（ か ぶ ら ） 蒸 し・
蟹飛龍頭（かにひろ
うす）のお吸い物・
鰤（ぶり）の照焼き・
菜の花御飯
寒い季節の定番「蕪
蒸し」
、ふうふう言い
な が ら 召 し あ が れ。
冬の食材を使っての
おもてなし料理を勉
強していきたいと思
います。

B.お正月の小・中学生向
けアレンジ（生花）
お重箱をイメージしたデザ
インです。ガーベラやバラ
他数種類の花と水引きなど
を使って、カラフルでかわ
いらしい作品です。

12月23日㈪
13:00〜15:00

12月27日㈮
13:00〜15:00

申込時にA、Bを明記くだ
さい。Bを申し込みの方は
学校・学年と保護者名を記
入ください。

申込時にA、Bを明記くだ
さい。Bを申し込みの方は
学校・学年と保護者名を
記入ください。

ハナトピア岩沼
体験加工室
大人 各回12名
（最少催行４名）

ハナトピア岩沼
研修室第２
10名
（最少催行３名）

ハナトピア岩沼
研修室第２
10名
（最少催行３名）

ハナトピア岩沼
体験加工室
20名
（最少催行５名）

12月11日㈬

12月13日㈮

12月13日㈮

12月17日㈫

12月27日㈮

参加料

1,000円
（材料費含む）

3,200円
（材料費含む）

3,100円
（材料費含む）

3,100円
（材料費含む）

2,500円
（材料費含む）

講

曵地

只木

山本

山本

及川

12月20日㈮
9:30〜12:30
日

時

場

所

募
締

ハナトピア岩沼
研修室第２
大人 10名
集
（最少催行３名）
切

師

未紀さん

持ち物 ｴﾌﾟﾛﾝ・筆を洗うｹｰｽ

12月23日㈪
A… 9:30〜12:30
B…13:00〜16:00
C…16:30〜18:00
申込時にA、B、Cを明記く
ださい。なお、Cクラスを
希望する方はケーキの種類
を記入ください。

満理さん

ｴﾌﾟﾛﾝ・ﾀｵﾙ・筆記用具

明美さん

ハサミ・新聞紙・ゴミ袋

明美さん

ハサミ・新聞紙・ゴミ袋

平成26年1月11日㈯
10:00〜13:30

孝子さん

エプロン・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にて下記まで。窓口で直接申込も可能です。（お
菓子教室の C はケーキの種類を、フラワーアレンジ講座の B は学校・学年と保護者名をご記入ください。
）
※電話での受け付けはいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。
24-4887）
問 ／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787
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朝日山探鳥会（参加費無料）
日時／12月15日㈰ 9時 解散時刻／11時30分
集合場所／朝日山公園第一駐車場 持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑）、筆記用具
観察用具をお持ちでない方も気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
第2回「かくよう講座」のご案内
日時／12月24日㈫ 10時～12時
場所／宮城県角田支援学校 体育館
演題／「思春期の子どもたちへの支援～障がいがあっても豊かな性を育むために～」
講師／元宮城県立視覚支援学校養護教諭 石川 えみ子氏
※詳細・申し込みについては、本校ホームページをご覧ください。
問／角田支援学校 勅使河原（☎0224-63-2555）
ゴスペルウィンクス クリスマスコンサートvol.5
あなたに贈る…
皆さん誘い合わせてお出かけください。お待ちしています。
日時／12月22日㈰ 13時30分（開場） 14時（開演）
場所／市民会館 中ホール ※入場無料
問／佐藤（ 090-1931-1310）
始めるなら 今でしょ！（初心者歓迎） DS.スマイル（ダンスサークル）
日時／月曜日（第1・3・5 13時～スタンダード）
（第2・4 14時～ラテン）
場所／勤労者活動センター 問／国井（☎22-2864）
2014岩沼市民インドアソフトテニス大会 開催概要
日時／平成26年1月12日㈰ 9時（8時30分受付） 場所／総合体育館
参加資格／岩沼市民・岩沼市内職場勤務者・市内学校や団体在籍者
種目／一般（男・女）シングルス・壮年 ダブルス
参加費／一般の部 一人1,000円、壮年の部 1ペア2,000円
（参加費は当日、受付時にお願いします）
申込／12月20日㈮まで 総合体育館必着 ※申込期限厳守
問／大田（☎23-5358） ※18時以降
岩沼市食生活改善推進員協議会の「野菜を1日5皿食べよう講習会」
生活習慣病が気になる皆さん、食改員と一緒においしい健康
料理を作り、食生活を見直しませんか。
日時／12月9日㈪ 10時～13時 場所／市保健センター2階調理室
参加費／300円 持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
募集人数／25名（先着順、別日程もあります）締切／12月4日㈬
申込・問／大内（☎・ 22-1472）
親子で遊びにおいでよ
日時／12月6日㈮ 10時30分～12時 12月13日㈮ 10時30分～13時
場所／中央公民館 参加費／900円（会報紙月4回含む）
内容／親子リズム、読みきかせ、手遊び ※13日はクリスマス
会を行います。 主催／新日本婦人の会 岩沼支部
問／橋本（ 080-6001-3823）、渡辺（ 090-5234-5461）
市民ギャラリーのお知らせ
市民の方々の交流と作品発表の場として、まちづくりネットで
は、昨年より猪股時計店の1階で市民ギャラリーを開いています。
これまで、毎月市民の方々の作品を展示し多くの方々にご来場い
ただきました。
絵、写真、手作り雑貨、小物、各団体の活動状況アピール等々、
市民の方々の活動および作品の紹介を通じて街を元気にしていき
たいと思っています。作品の発表を考えている方はご連絡くださ
い。作品の販売可。展示は1カ月が原則です。お待ちしています。
展示予定／11月いわぬま自然塾、12月木村和裕写真展、
1月黒田範子書道展、2月手織り展 問／及川（☎24-4090）
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岩沼市母子寡婦福祉会 会員募集
本会は母子および寡婦の福祉の向上を図るため、季節ごとの
行事を行い会員の親睦を深め、母子および寡婦家庭の自立に向
けた活動をしています。皆さんぜひ入会ください。
対象／岩沼市に居住する母子および寡婦家庭 会費／500円
内容／親子レクレーション、小物づくりなど
申込・問／母子寡婦福祉会長 菅野（☎22-4930）
岩沼Light Up Dream 2013
今年で9回目となるライトアップドリームを、岩沼駅西口ロー
タリーで開催します。
日時／12月８日㈰～平成26年1月3日㈮ 17時～22時
詳細は以下のホームページをご覧ください。
フェイスブックhttp://www.facebook.com/light.up.dream
連絡先／岩沼Light UP Dream 2013実行委員会
（ 050-3347-1518・ rrshinobu@yahoo.co.jp）
ギター講座のお知らせ
岩沼バンドクラブでは、歌手の斉藤和義さんから寄贈された
ギターを使って、ギター講座を開催しています。一緒にギター
を弾いてみませんか。詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページ http://www.sitorus-h.com
問／シトラスハウス（☎29-4224・ ibctama-aozora@email.plala.or.jp）
一緒に運動しませんか!? お申し込みはお早めに！
NHKに出演中のNOBU高橋先生が教える2教室！！（☆）
☆メラメラダンス教室 月2回金曜夜間（岩小）
楽しくダンス＆いっぱい動いてメラメラ脂肪を燃やします！
☆人生スマイル体操教室 月2回水曜午前（北児童センター）
体に負担をかけ過ぎない動きで皆さんの身体のお悩みを聞き
ながら、日常生活を改善するさまざまな体操を行います！
○ミニバスケット教室 毎週水曜夕方（南小）1/8～
○ヨガ教室 木曜午前（市民会館）・夜間（岩中 ほか）
○エアロビ教室 月曜午前（体育センター）・火曜夜間（岩小）
○シニアスポーツ教室 木曜午前（体育センター）
○岩沼FCフライハイト
40歳以上のサッカーチームで、試合を中心に活動中！
詳しくは、お問い合わせまたはホームページをご覧ください！
問／レッツいわぬま（体育センター内）（☎23-9355）
健康予防講座「転ばぬ先の杖」
内容／12月10日㈫ 廃用性症候群を予防しよう 各10時
12月17日㈫ セラバンドを使って筋トレをしよう
～11時
会場／NPOやまぼうし （相の原1丁目2-28）
対象／おおむね65歳以上、介護認定を受けていない方
定員／10人程度 参加費／1回につき500円 持ち物／タオル、飲み物
※事前に申し込みください。送迎も可能です。
申込・問／NPOやまぼうし 大友・高橋（☎23-2672）
宮農グリーン・ツーリズム参加者募集
生徒と一緒に農業体験しませんか。
日時／12月14日㈯ 10時～16時 場所／宮城県農業高等学校
内容／農産物の収穫体験、つた細工と苔玉づくり、そば打ち体験、生徒によ
る語り部バスツアー 参加費／2,000円（保険代含む） 定員／40名（先着）
申込・問／宮城県農業高等学校 阿部由（☎022-384-2511）
みんなで学ぼう放射能、そして安全を取り戻そう
日時／12月16日㈪ 10時～12時 場所／西公民館 研修室
テーマ／環境チェック 西地区通学路の放射能測定
参加費／100円 主催／放射能からいわぬまを守る会
問／小川（ 090-5555-0756） http://www.hakaritai.blog.so-net.ne.jp/

