▶観光・イベント情報
〜農家手づくりイベント〜

ハナトピア岩沼

春恋旬の市

春よ来いと願いを込めて地元
農産物と農産加工品の産直販売
を行います！

日時

3 月 2 3日（土）
2 4日（日）

10時〜15時

場所
ハナトピア岩沼ふれあい広場
管理棟ギャラリーおよび
中央花壇
主催
ハナトピア岩沼イベント
実行委員会

内

40台完備
無料駐車場 1
問／ハナトピア岩沼（☎23-4787）

容

・産直市の会コーナー
地元産新鮮野菜、果物、農産物や農産加工品一般および漬物
おにぎり、もち、りんごジュース・りんごジャムの紹介と販売
甘酒、玉こんにゃく、焼き芋もあるよ ! !
ホットコーヒー無料サービス（2日間とも先着100名）
・岩沼園芸振興組合コーナー
花苗、植木などの紹介と販売
豚汁もあるよ ! !
・ハナトピア岩沼主催講座紹介と発表コーナー
フラワーアレンジ、生活雑貨ペイントの制作体験とバザー
・お菓子教室コーナー
お菓子教室紹介とコーヒー・紅茶のサービス
・4Hクラブコーナー
ポン菓子販売
・ミニSLコーナー
園内を無料で乗車体験できるよ ! ! （大人も乗車できます）

締 切 間 近！

第10回岩沼市観光写真
コンクール作品募集！
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
するために実施しています。今回で10回目を迎
えることを記念し、応募者にもれなく商品券（店
舗指定）をプレゼント！岩沼の魅力を再発見しま
せんか？皆さんのご応募お待ちしています。
テーマ／史跡・暮らし・街並み・自然・伝承芸能
など、市の魅力をアピールできる作品
賞／11作品まで（1人1賞）
。賞状・副賞（賞金な
ど）
規格／カラープリント 四つ切ワイド
1人3点まで
締切／3月25日㈪ 当日消印有効
発表／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）

3月のお出かけ情報
○きてけさいん！名亘復興物産市
めいこう

名亘2市1町（岩沼市、名取市、亘理町）が東北ろっ
けんパークに出店！
日時／3月15日㈮ 11時～18時、
3月16日㈯ 10時～18時
3月17日㈰ 10時～17時
場所／東北ろっけんパーク（仙台市青葉区中央2-5-8）
問／名亘地場産業振興協議会
（名取市商工観光課内☎022-384-2111）

○地元ガイドがご案内！
駅長オススメの小さな旅
3月17日㈰ 「竹駒神社初午大祭 神輿渡御と竹駒奴
行列にちょい参加」
（定員30名）
3月30日㈯ 「松尾芭蕉のミステリー街道を巡る」
（定員20名）
参加費／無料（バス代や昼食代は各自負担）
その他／歩きやすい靴でご参加ください
申込・問／JR岩沼駅（☎22-2424）

もうすぐ開幕！仙台・宮城デスティネーションキャンペーン
4月1日㈪〜 6月30日㈰
※デスティネーションキャンペーンとは、仙台・宮城とJRグループ6社が共同で行う全国大型観光キャ
ンペーンです。
「ありがとう」「ようこそ」の気持ちをこめて、県民総出のおもてなし！
公式サイト http://www.sendaimiyagidc.jp/
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▶みんなのひろば
市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお寄せくだ
さい。原稿は掲載希望月の前月1日までに内容と連絡先を明記し
て 〒989-2480 桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
（ 22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。

いわぬまジュニアソフトテニスクラブ会員募集

活動日時／4月～10月末の第1、2、3日曜日 13時～
15時（雨天時は第4日曜日に振り替え）
場所／朝日山公園テニスコートC・D
対象／岩沼市内の小学4～6年生（4月以降の新学年）
※先着20名
会費／1カ月1人1,000円（スポーツ保険料を含む）
毎月1回目の練習日に納入
主催／岩沼市ソフトテニス協会
申込／総合体育館事務室 申込締切／3月28日㈭
問／岩沼市ソフトテニス協会
菊地（ 090-5843-5018※平日は18時以降）

コーラス・体験レッスンのご案内（参加費無料）

みこしをかつぐ会

会員募集

今年で会発足19年目を迎えました。竹駒神社初午大祭
での神輿（みこし）渡御などに参加する会員を募集中です。
今年の神輿渡御／3月17日㈰ 参加費／2,000円
参加申込・問／みこしをかつぐ会 事務局（竹駒神社
☎22-2101）

みんなで学ぼう放射能 そして安心をとりもどそう

日時／3月25日㈪ 10時～12時（第4月曜日）
場所／西公民館 2階 研修室
テーマ／放射能と健康を守るということ。もらった命を
大切に！
参加費／100円 主催／放射能から岩沼を守る会
問／小川（ 090-5555-0756）
ホームページhttp://hakaritai.blog.so-net.ne.jp/

声を出して歌う楽しさを味わってみませんか。ひとつ
のハーモニーをみんなで仕上げていく喜び。コーラスは
“一心館合気道教室”会員募集（4月開講）
日々の暮らしに潤いを与えてくれます。
護身術・健康法など、日本の伝統文化に触れてみません
日時／3月9日㈯・16日㈯・30日㈯ 13時30分～15時30分
か。一心館道場は、眼に見える「身体の力」と眼に見えない
会場／旧勤労青少年ホーム 集会室 指導者／佐藤 玲子
レッスン曲目／おぼろ月夜、浜千鳥、おお牧場はみどり、花は咲く 「心の力」を一つにするように心掛けて稽古をしています。
対象／子どもクラス：4歳から小中学生
申込締切／3月8日㈮
一般クラス：中学生以上の男女
申込／コールあぶくま 高橋・嶋貫（☎22-2730・22-5676）
○毎週水曜日 場所／里の杜集会所
時間／子ども・18時～
（60分） 一般・19時～
（120分）
会員募集 !!（教室参加者・加盟団体・スタッフ）
○毎週土曜日 場所／岩沼中学校柔道場
年登録費／大人 2,000円、子ども 1,000円
時間／子ども・19時～
（60分） 一般・19時～
（120分）
1家族 3,000円
※登録後、年度内事業に会費のみ、または無料で参加できます。 ○第1または第2土曜日 場所／農村環境改善センター
時間／子ども・17時30分～
（60分） 一般・19時～
（120分）
平成25年度事業予定ほか／○ヨガ教室○エアロビクス
○毎月第2または第3月曜日（4月開講・月1回・要予約）
教室○キッズサッカー教室○シニアスポーツ教室○レ
場所／岩沼中学校柔道場 時間／一般・19時～（90分）
ディーススポーツ教室○ミニバスケットボール教室
※見学・体験などの詳細はお問い合わせください。
※4月から開始多数。申し込みはお早めに。
問／及川（ 090-3754-5243）
加盟団体／（小学生）○岩沼ミニバスケットボールス
ポ少○岩沼西サッカースポ少○玉浦サッカースポ少、
（大人）○岩沼FCフライハイト○岩沼FC、
（小学生～
バイオマス燃料（BDF）の提供を開始します
大人）○バンビーナ岩沼女子サッカークラブ
廃食用油を回収し、軽油代替燃料（通称BDF）など
ボランティアスタッフ募集／空いている時間に。短時
にリサイクルする活動や、遊休農地に景観作物などを栽
間。教室準備や受付など簡単な内容。
培する活動をしています。
※詳しくは問い合わせまたは公式ホームページをご覧ください。
現在の市民回収拠点と連絡先／二木1丁目（布田 22問・申込／レッツいわぬまスポーツネット体育センター内事
0982）
・館下1丁目（豊川 22-3528）
・土ケ崎1丁目
務局（☎・ 23-9355） lets_iwanuma@yahoo.co.jp
（加藤 22-0089）
・相の原2丁目（飯森 22-3518）
・
た け く ま1丁 目（ 宝 島0120-972-919）
・ 松 ケ 丘2丁
目（及川 22-2981）
・桜1丁目（ジュン 24-3970）
「ミニ健康講話」
（無料・申込不要）
回収日時／毎月1回目の資源収集日の午前中
地域の皆さんが健康な生活をおくれるよう、ミニ健康
町内会の協力／栄町町内会4カ所、その他有志の方
講話を開催します。気軽にご参加ください。
回収拠点募集／随時受付（お店も歓迎します）
日時／3月12日㈫ 14時～15時
BDF利用／環境改善に協力していただける方限定
テーマ／「薬のいろは」
「床ずれのお話」
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクルオイル協議会事
場所／総合南東北病院 中央棟 2階講堂
務局 島津（ 090-7796-7958）
問 ／総合南東北病院 総務課（月～土 9時～17時 ☎23－3151）

総合体育館からのお知らせ

総合体育館は、改修工事のため平成 24年 9月 1日～平成 25年 11月末の間、全館閉館
となっています。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。

26日㈫～28日㈭

陸上競技場3月行事予定

宮城一高・仙台三桜高・仙台二華高 合同合宿

市民体育センター3月行事予定

20日㈬ 岩沼市卓球協会長杯卓球大会 9時～17時
※1日㈮・4日㈪・11日㈪・18日㈪ 18時～21時、12日㈫・16日㈯ 9時～12時の時間帯は貸し切りとなります。

問／総合体育館

☎ 24-4831（月～金

9 時～ 17 時）
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