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〜 里山でこころとからだのリフレッシュ 〜

「ノルディックウオーキング」
体験会
ノルディックウオーキングは両手にポールを持
って歩く運動で、足腰に負担をかけずに気持ちよ
く全身を動かすことができます。
日

時／ 6 月 10 日㈪・7 月 8 日㈪・11 月 11 日㈪
平成 26 年 3 月 10 日㈪ 10 時〜 12 時

集

合／スポーツハウス棟 ( 体育館 ) 窓口前
申込は不要。直接お越しください
（雨天中止）

森をすみかとする陸生のヒメボタル。準絶滅
危惧種のヒメボタルの保護に取り組む市民活動
団体「グリーンピア森の散策会」主催で観察会
を行います。
※参加無料ですが申し込みが必要です。（舗装された
散策路を歩きます。ホタル保護のため観察会以外は
公開しません）

持ち物／水分補給用の飲み物、手袋、帽子
両手でポールを持ちますので、
両手が使えるようにしてくだ
さい
無料貸し出しポールもあります
主

ヒメボタル観察会

日時／ 6 月 29 日㈯、30 日㈰、7 月 1 日㈪
20 時〜
集合／食菜館ひまわり前テント
定員／各 20 名

催／ノルディックウォーキングサークル
『ノルディックウォークいわぬま』

※安全に運動するために、初回時、健康チェック表に体調など
を記入していただきます。上記体験会に参加中の不慮の事
故による怪我などは自己責任になることをご了承願います。

〜市民活動団体からの里山情報〜
◇散策路の道案内
散策路の整備活動を行っている市民団体「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／６月 23 日㈰、７月 28 日㈰、８月 25 日㈰：いずれも 10 時〜 12 時

問／グリーンピア岩沼

参加費／ 100 円 ( 保険料 )

☎ 25-5122 （平日：９時〜 17 時）

陸上競技場６月行事予定
1日㈯ 岩沼市中学校総合体育大会（サッカー競技）
2日㈰ 第33回片町町内会グラウンド・ゴルフ大会(午前)
県サッカー協会アカデミー講習会(午後)
4日㈫ 1日の予備日(1日予定どおり開催の場合、一般開放)
9日㈰ 岩沼市・亘理郡・名取市小学生陸上競技交流大会県予選会

13日㈭ 市議会議長杯グラウンド・ゴルフ大会
14日㈮ 13日の予備日(13日予定どおり開催の場合、一般開放)

15日㈯ 岩沼市中学校陸上競技大会
18日㈫ 15日の予備日(15日予定どおり開催の場合、一般開放)
22日㈯

岩沼市キッズ(U-10)

サッカー交流会

※５月 1 日㈬ 〜 10 月 31 日㈬平日は 20 時まで利用できます。ただし、日曜、祝日は 17 時までです。

市民体育センター６月行事予定
1日㈯
2日㈰
8日㈯
9日㈰

岩沼市中学校総合体育大会（剣道競技）
岩沼市家庭バレーボール大会
9日の会場準備
岩沼市武道大会「柔道大会」

16日㈰
23日㈰
29日㈯
30日㈰

岩沼市バレーボール協会長杯争奪大会
岩沼市武道大会「硬式空手大会」
30日の会場準備
仙南地区スポーツ交流会「柔道大会」

※４日㈫・６日㈭・７日㈮・11 日㈫・13 日㈭・18 日㈫・20 日㈭・25 日㈫・27 日㈭の午前中は団体貸し切りとなります。
※総合体育館は、改修工事のため平成 25 年 11 月末までの間、全館閉館となります。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）
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▶みんなのひろば

いわぬま児童合唱団

団員募集

仙南地区の琴城流大正琴の7サークル合同の発表会です。
懐かしの名曲をお楽しみください。
日時／6月29日㈯ 10時30分～12時30分
場所／ホテル原田 高砂の間
問／ 斉 ( 090-9746-9626)

親子で遊びにおいでよ!

岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会を開催します

日時／6月14日㈮、28日㈮ 10時30分～12時
場所／北部地区老人憩の家
内容／赤ちゃん体操、親子リズム、ママの悩み相談おしゃべりタイムなど
会費／月900円 主催／新日本婦人の会・岩沼支部
問／橋本( 080-6001-3823)・渡辺( 090-5234-5461)

第20回ギターサークルアミーゴ 定期演奏会(入場無料)

日時／6月2日㈰ 開場13時30分 開演14時
会場／市民会館大ホール 演奏曲目／宇宙戦艦ヤマト、学生時代、ほか多数
問／高橋(☎22-2701)

市民ギャラリー開設中です

まちづくりネットでは毎月市民ギャラリーを開催してい
ます。作品を展示希望の方は事務局までご連絡ください。
6月の展示／写真(あぶくま写遊会)
期間／1日㈯〜29日㈯ 10時~16時
場所 ／猪股時計店(水曜日は休み) 問／及川(☎24-4090)

朝日山探鳥会(参加費無料)

日時／6月30日㈰ 9時集合 11時30分ころ解散
場所／朝日山公園 集合場所／朝日山公園第一広場駐車場
持ち物／観察用具(双眼鏡、図鑑など)、筆記用具観察道具
を持たない方も、気軽にご参加ください
問／赤津(☎23-2106)

日本国憲法を変えるとどうなるの？

日時／6月15日㈯ 14時30分～16時 場所／西公民館・集会室
講師／弁護士(若手弁護士の会) 参加費/無料
主催／岩沼女性9条の会 問／今野(☎24-3501)

みんなで学ぼう放射能 そして安心をとりもどそう

日時／6月17日㈪ 10時～12時 テーマ／空間放射能測定
場所／西公民館 研修室 参加費／100円
主催／放射能から岩沼を守る会
問／小川( 090-5555-0756) http://hakaritai.blog.so-net.ne.jp

岩沼楊名時健康太極拳協会

会員募集

健康維持・増進を目的に老若男女初心者大歓迎。
日時・場所／火曜日：市民会館中ホール 9時30分～12時
木曜日：北部地区老人憩の家 19時～21時
会費／2,000円(どちらに複数回参加しても同じです)
指導／松浦敏夫
申込・問／玉田(☎22-1478)、及川(☎24-0244)
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大正琴演奏会(入場無料)

練習日／毎週火曜日 16時30分～17時30分
場所／旧勤労青少年ホーム(市役所向かい)
入会金／無料 会費／2,000円
指導者／富樫範子・高橋恵美・小野綾子
問／高橋(☎24-6071)・ iwanuma.gassyou@hotmail.co.jp

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／6月10日㈪ 10時～13時
場所／市保健センター2階調理室 参加料／300円
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
募集人数／20名(先着順、別日程もあります)
締切／6月5日㈬ 申込・問／大内(☎・ 22-1472)

岩沼少年剣道錬成会会員募集！

心と体の強い子・礼儀作法ができる子・当たり前の事を
当たり前にきちんとできる子が育つよう指導します。男女
問わず待っています。
稽古日時／毎週㈪・㈬・㈯ 18時～20時
場所／市体育センター(市役所向かい)
会費／入会金1,000円(スポーツ保険など)、月会費2,500円、中学生500円
申込・問／川口( 090-3980-3500)

岩沼Light Up Dream2013スタッフ募集

毎年恒例の岩沼駅西口のライトアップも今年で9年目を迎えま
した。スタッフを募集しています。一緒に活動してみませんか。
点灯期間／12月15日㈰～平成26年1月3日㈮
主な活動／電飾作り、募金活動、点灯中の見回りなど
問／岩沼Light Up Dream2013実行委員会
佐々木(☎050-3347-1518・ rrshinobu@yahoo.co.jp)

スポーツ教室参加者募集！体験・見学もできます！

①エアロビクス教室（中学生以上対象）
日中： 体育センター ／毎週月曜10時～
夜間：岩小 ／毎週火曜19時30分～
②ヨガ教室（中学生以上対象）
日中：市民会館中ホール／毎週木曜10時～
夜間：岩中柔道場／毎週木曜19時30分～
③ミニバスケットボール教室（小学生対象）6月12日㈬〜
夕方：南小／毎週水曜16時30分～
④レディーススポーツ教室（女性対象）
日中：体育センター／毎週火曜10時～／多種目
⑤わいわいシニアスポーツ教室（50歳以上対象）
日中：体育センター／毎週木曜10時～／多種目
⑥キッズサッカー＆コーディネート教室（年長～小学生）
☆1期①②③は8回・④⑤は15回・⑥は3カ月／3,000円
☆別途、年登録費などの経費が掛かります。
☆教室によっては、自己責任においてお子さま連れの参加も可能！
問・申込／レッツいわぬまスポーツネット(体育センター内)
(☎・ 23-9355・ lets_iwanuma@yahoo.co.jp)

