▶今月のグリーンピア情報

今月のグ リ ー ン ピ ア 情 報

〜リフレッシュしませんか〜

◆９月開催のイベント情報

グリーンピア岩沼

森のプール９周年記念祭

９月１６日（月・祝日） 森のプールでイベントを開催します！
イベント時間

11時〜16時

当日の営業時間：10時～18時
イベント参加は無料ですが、
施設使用料が必
要です。
（一般500円 高校生以下65歳以上300円）

●こどもゲーム大会（幼児、小学生対象）

小学２年生以下、泳げないお子さんは、水着と水泳キャッ
プ着用の保護者の方と一緒の参加となります。オムツ着用
のお子さんは利用できません。

●成人水泳教室

平泳ぎ、バタフライ、クロール、背泳ぎ

間

イベント

11：00

こどもゲーム大会①
成人水泳教室

11：30 《平泳ぎ》

成人水泳教室

12：00 《バタフライ》
13：00

アクアビクス
＆水中ウオーキング
成人水泳教室

14：00 《クロール》

●アクアビクス＆水中ウオーキング

初めての方もお気軽にご参加ください。
アクアビクスのみ、ウオーキングのみの参加もできます。

☆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。
☆プール内の写真、ビデオ撮影はできません。

里山散策日

時

成人水泳教室

14：30 《背泳ぎ》
15：30

こどもゲーム大会②

９月22日㈰ 10月27日㈰ 11月24日㈰
10 時～ 12 時（食菜館ひまわり前テント 10 時集合） 参加料 100 円（保険料）

※食菜館ひまわりは９月２日㈪～６日㈮まで臨時休業します。

問／グリーンピア岩沼

☎ 25-5122 （月〜金：９時〜 17 時）

陸上競技場9月行事予定（10月31日までの平日は20時まで開館中！）
○終日
6日㈮
9日㈪
10日㈫
12日㈭
15日㈰
16日㈪

小学校陸上記録会練習会
小学校陸上記録会練習会
第4回グラウンド・ゴルフ協会練習会
岩沼市小学校陸上記録大会
岩沼市長杯陸上競技大会

ミヤギテレビ杯県サッカースポーツ少年団４年生決勝大会

17日㈫ （10日の予備日）
18日㈬ 小学校陸上記録会練習会
（午前：長町小学校・午後：西多賀小学校）
19日㈭ （18日の予備日）
20日㈮ 秋季グラウンド・ゴルフ大会
21日㈯ ミヤギテレビ杯県サッカースポーツ少年団４年生決勝大会

22日㈰ 宮城学院女子大学・東北大学合同サークル運動会
25日㈬ （20日の予備日）
28日㈯ 岩沼市中学校新人大会
（サッカー競技）
○午前中のみ
4日㈬ 小学校陸上記録会練習会
5日㈭ 小学校陸上記録会練習会
11日㈬ 西中田小学校練習会
○午後のみ
8日㈰ 南の町町内会グラウンド・ゴルフ大会
29日㈰ 大手町親和会グラウンド・ゴルフ大会

市民体育センター9月行事予定
○終日（17時まで）
28日㈯ 岩沼市中学校新人大会（剣道競技）
29日㈰ 岩沼市長杯硬式空手大会

○午前中
（貸し切り）
3日㈫、
5日㈭、
7日㈯、
10日㈫、
11日㈬、
12日㈭、
17日㈫、
19日㈭、
21日㈯、
24日㈫、
26日㈭ 各種スポーツ団体

※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

唄がたり怪談日本むかし話

参加者募集

日時／9月28日㈯ 18時30分～19時30分
場所／いわぬま葬祭会館大光殿
参加費／小学４年生～中学生 1,000円
高校生～大人
1,500円
※（当日500円増）小学3年生以下はご遠慮ください。
申込・問／唄がたり怪談日本むかし話実行委員会
（歩いて暮らせるまちづくりネット ☎24-4090）
（岩沼おやこ劇場 ☎22-3814）

JAXA 角田宇宙センター

特別公開

日時／9月8日㈰ 10時～15時30分（入場は15時まで）
主なイベント／水ロケット工作&打ち上げ記録会、ちっちゃ
な水ロケット打ち上げ体験、展示室バスツアーなど
※詳しくは、角田宇宙センターホームページをご覧ください。
問／宇宙航空研究開発機構
角田宇宙センター（☎0224-68-3111）

市民ギャラリーやっています
○白木 甲太郎 切り絵展（9月16日㈪まで）
※切り絵教室受講者募集 詳しくは白木（☎24-2521）まで
○観光物産協会主催 観光写真展
（9月17日㈫～30日㈪ ※水曜日除く）
場所／猪股時計店
問／歩いて暮らせるまちづくりネット（☎24-4090）

ミニ健康講話（無料・申込不要）
（１）日時／9月10日㈫ 14時～15時
テーマ／「薬のいろは」「救急の日講習」
（２）日時／9月26日㈭ 14時～15時
テーマ「最新の福祉用具のご紹介」「腰痛について」
場所／総合南東北病院 中央棟2階講堂
問／総合南東北病院総務課
（月～土9時～17時 ☎23-3151）

居合道会員募集
日本刀を用いた日本古来の武道ですが誰でも簡単に楽し
めます。
練習日／毎週金曜日 18時30分～21時
練習場所／農村環境改善センター
問／岩沼市居合道会（☎23-2614）

宮城いきいき学園仙南校文化祭
日時／9月21日㈯ 10時30分～16時
場所／市民会館
内容／作品展示、チャリティーバザー、ステージ発表
主催／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
問／宮城いきいき学園仙南校文化祭実行委員会
鈴木（☎022-281-3927）
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そこが知りたい女性の年金
夫の突然の死など思いもよらない出来事。その時あなた
の年金は？
知っておきたいことを質問形式で勉強します。（参加無料）
日時／10月4日㈮ 13時30分～15時30分
場所／中央公民館 第5会議室
講師／社会保険労務士 門田 陽子氏
主催／いわぬま男女共同参画研究会
問／加藤（☎22-0089）

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に指導いたします。
稽古日時／毎週㈪・㈬・㈯ 18時～20時
場所／市民体育センター（市役所北側）
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）

バイオマス燃料（BDF）利活用のお願い
廃食用油を回収し代替燃料（通称BDF）などにリサイク
ルする活動や遊休農地に景観作物などを栽培する活動をし
ています。
現 在 の 市 民 回 収 拠 点 と 連 絡 先 ／二木1丁目
（布田☎22・土ケ崎 1丁目（加
0982）
・舘下 1丁目（豊川☎ 22-3528）
・相の原 2丁目（飯森☎ 22-3518）
・たけ
藤☎ 22-0089）
・松ケ丘 2丁目
（及川☎
くま 1丁目
（宝島☎0120-972-19）
22-2981）
・桜1丁目
（ジュン☎24-3970）
回収日時／毎月一回目の資源回収日の午前
町内会の協力／栄町内会4カ所、その他有志の方
回収拠点募集／随時受付（お店も歓迎します）
BDFの利用／環境改善に協力していただける方
回収量／平成25年度４～７月分4,351ℓ（ドラム缶22本相当）
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクル協議会事務局
島津（ 090-7796-7958）

スポーツの秋！！
楽しく運動にチャレンジ！！
○ソフトバレーボール教室（市民体育センター）
日時／9月末～毎週火曜日13時～15時30分
○小中学生89ERSバスケットボール教室（岩沼中学校）
日時／9月14日 14時～16時30分
費用／500円（会員無料）
○人生スマイル体操教室（市民体育センター）
日時／10月２日～毎週水曜日10時～11時30分
○メラメラダンス教室（岩沼小学校）
日時／10月11日～ 隔週金曜日19時30分～21時
○玉浦サッカースポーツ少年団（玉浦小学校）
練習日／水・土・日曜日
問／レッツいわぬま（市民体育センター内）
（☎23-9355）

