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今月のグリーンピア情報

山野草

市民活動団体「グリーンピア森の
散策会」主催の観察会を行います。
カタクリ、エンレイソウ、ショウジョウバカマなど
の可憐な山野草を見ることができます。
①市民山野草観察会 4月21日㈰
②スミレ観察会
5月6日（月・祝）
③市民山野草観察会 5月12日㈰
時間：10時～12時
参加無料

桜

さくらまつり2013
～芝生広場がお花見会場に！～

期間／4月13日㈯～27日㈯
11時～15時
お弁当を持って、里山の桜を愛でに来てみ
ませんか。
・ゴミはお持ち帰りください
・ペットの入場はご遠慮ください

道案内

散策路の整備活動を行っている
市民活動団体「いわぬま森のサポー
ター」のメンバーが散策路を一緒に歩いて「道案内」
します。
日時／①4月28日㈰②5月26日㈰③6月23日㈰
10時～12時
参加費／100円（保険料）

日帰り入浴

温水プール

◇観察会・道案内は申し込み不要です。当
日時間までに食菜館ひまわり前テントに
お集まりください。
◇里 山にお出かけの際は肌の露出を避け、
野外活動に適した服装でお越しください。

トレーニングジム

問／グリーンピア岩沼

も営業中！

☎25－5122（平日9時～17時）

仙台・宮城デスティネーション
キャンペーン開催中！2013.4.1-6.30
仙台・宮城フラワースタンプラリー
県内120カ所のチェックポイントでスタンプ
を3カ所分集めてハガキで応募すると、抽選で
500名の方に県内の特産品が当たります！
期間／4月1日㈪～6月30日㈰
岩沼市のチェックポイント／
グリーンピア岩沼 【4月1日㈪～6月30日㈰】
金蛇水神社花まつり【5月10日㈮～5月25日㈯】
☆むすび丸花壇も探そう！モバイルでチェック
ハナトピア岩沼、JR岩沼駅構内
仙台空港臨空公園

だ

て

う

ま

「伊達美味」レシートラリー
仙台・松島エリアの58スポットで発行された
金額の記載されているレシートや入場券などを3
カ所分集めて応募すると、抽選で80名の方に仙
台地域の特産品（3,000円相当）が当たります。
期間／4月1日㈪～6月30日㈰
岩沼市の観光スポット／
河村商店、にしきや本店
工房水神そば、金蛇水神社花まつり
※「伊達（だて）美味（うま）」＝仙台・宮城の美味いものの呼称。
※レシートなどのコピーは無効となります。

詳細・問／商工観光課（☎内線323）
、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会（☎022-211-2895）
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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。

いわぬま自然塾

スミレ観察会 参加者募集

日時／4月28日㈰ 9時30分～11時30分（雨天中止）
会場／グリーンピア集合 参加費／一人500円（資料代）
申込・問／高橋（☎22-4571）

コーラス団員募集
コール・ローゼン
（女性合唱団）
コール・まどか
（混声合唱団）
コール・さくら
（女性合唱団）

毎週月曜日10時～12時
みやぎ生協岩沼店2階
問／佐藤 寿子（☎24-2946）
毎週水曜日15時～17時 西公民館
問／大槻（☎24-1169）
毎週金曜日10時～12時 西公民館
問／佐藤 千代子（☎24-0752）

みんなで学ぼう放射能

そして安心をとりもどそう

日時／4月22日㈪ 10時～12時（第4月曜日）
場所／西公民館 2階 研修室
テーマ／「町の中の桜を愛でながら、空間放射線量を測ろう」
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/

岩沼市太極拳協会

会員募集

日時・場所／〇太極拳協会：火曜日 13時30分～15時 市
民会館〇大河：火曜日 19時～21時 市民会館〇風雅：
金 曜 日 13時30分 ～15時30分 た け く ま 集 会 所 〇 朋
友：土曜日 9時30分～11時30分 勤労者活動センター
問／事務局 加茂（☎24-6259）

第21回岩沼市民春季ソフトテニス大会

日時／5月5日㈰ 8時30分受け付け、9時試合開始
雨天順延（5月6日㈪）
場所／朝日山・市民テニスコート
参加資格／岩沼市民・市内職場勤務者・市内学校在学者・市
内団体在籍者※小学生は所属クラブの監督推薦が必要。
種別／①一般（男、女）②壮年（55歳以上）③少年（男、女）
※小・中学生。
参加料／一般・壮年1ペア1,500円、少年1ペア500円（当日集めます）
主催／岩沼市ソフトテニス協会
申込締切／4月25日㈭ 申込・問／総合体育館（☎24-4831）

英会話同好会

会員募集

日時／毎月第2・第4金曜日 19時30分～21時
場所／西公民館 2階 研修室 会費／月2,000円程度を予定
申込・問／角田（☎22-3219）

岩沼山草会

春の展示会開催

日時／5月25日㈯ 9時～17時、26日㈰ 9時～16時
場所／ハナトピア岩沼 ギャラリー 主催／岩沼山草会
問／大久保（☎23-3122）

岩沼市バレーボール協会「H25年度」登録チーム募集

登録受付／4月1日～随時（資料請求は下記事務局へ）
登録種別／①一般（男・女）②家庭婦人9人制③家庭バレー
（ゴム8人制）④ソフトバレーボール
問／岩沼市バレーボール協会事務局 吉田（ 090-2970-0239）

自給自足の活動参加者募集

活動／耕作放棄地を有効活用して自給自足や地産地消・景観
作物などを栽培します
活動場所／縄文の里 志民OK農場（志賀字塩野入など）
参加の方法／専用区画での個別栽培・共同区画での共同栽
培。
（どちらにも参加できます）
募集区画／50㎡～100㎡ 10区画程度
利用料金／年間3,000円～5,000円
募集期間／先着順で4月末まで
栽培期間／4月1日～平成26年3月20日（継続者を除く）
申込・問／いわぬま美味市ねっと研究会
島津（ 090-7796-7958）

レクリエーションダンス グリーンサークルいわぬま会員募集

日時／毎月第2金曜日 13時30分～15時30分
場所／旧勤労青少年ホーム 問／高橋（☎22-0491）

岩沼西少年剣道錬成会

会員募集

日時／毎週水・土曜日 17時～19時、毎週日曜日 9時～11時
場所／岩沼西小学校 体育館
対象／園児・小学生の男女、大人のリバイバル剣士も大歓迎！
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）

「岩沼童謡クラブ」 受講生募集

日時／毎月第1・第3火曜日 10時～12時（月2回）
※初回練習日は5月7日㈫。いつでも入会できます。
場所／西公民館 講師／古積 郁子・萩原 里香（ソプラノ）
問／津田（☎22-1441）

ダンスサークル「ルビー」会員募集

日時／毎月第1～3木曜日 13時30分～15時30分
場所／勤労者活動センター（ハナトピア岩沼向かい）
会費／月1500円 指導／柴田 みさ子さん
問／川村（☎22-4512、 080-5561-4681）

市民ギャラリーを開催します～遠藤稔水彩画作品展～

日時／4月2日㈫～29日㈪（水曜日は休み） 10時～16時
会場／猪股時計店
※市民の作品を展示しています。展示希望の方はご連絡くだ
さい。

太極拳教室

参加者募集

日時／毎週木曜日 10時～11時30分
会場／猪股時計店 2階ホール
申込締切／4月15日㈪ 定員／10名
問／まちづくりネット事務局

尺八初心者講座

及川（☎24-4090）

～風の音・尺八を奏でましょう～

日時／4月7日㈰13時～ 毎週日曜日（全4回）
場所／西公民館 研修室 受講料／無料（資料、
尺八貸与とも）
定員／5名 申込締切／4月5日㈮
尺八／琴古流尺八54センチ管を貸し出しします
プレゼント／水道管で作った尺八を差し上げます
申込・問／佐々木(☎24-0352)

まずは体験！スポーツ教室4月から開始！

時間／10時～11時30分（日中）／19時～21時（夜間）
費用／1期（8回）3,000円＋年会費・保険料
内容／○エアロビクス教室（日：月曜・体セ／夜：火曜／岩小開催）
○ヨガ教室（日：木曜・市民会館／夜：木曜・岩中開催）
○シニアスポーツ教室（日：木曜・体セ開催1期15回）
○レディーススポーツ教室（日：火曜・体セ開催1期15回）
○キッズサッカー教室（17時～／週1～／1期3カ月）
○コーディネート教室（上記教室の年長～低学年体力作り版）
※詳細はお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。
申込／レッツいわぬま 体育センター内（☎23－9355）

第41回岩沼市民ゴルフ大会を開催します

日時／4月29日㈪（昭和の日）
場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
定員／100名（定員になり次第締め切り）
参加料／5,000円（プレー費用などは各自負担）
申込期間／3月25日㈪～4月15日㈪
事務局／那須（ 090-8925-3003）

朝日山探鳥会（参加費無料）

開催日／4月28日㈰ 場所／朝日山公園
集合場所・時間／朝日山公園第一広場駐車場に9時集合
解散時間／11時30分ごろ
持ち物など／観察用具（双眼鏡、図鑑など）
、筆記用具
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）
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