9月のお知らせ

図書館からのお知らせ

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

火～土 10:00～19:00 ☎24-3131
日・祝 10:00～17:00 25-1713

読み聞かせボランティア
ステップアップ研修会

今月の休館日は16日㈪です

読み聞かせボランティアとして活動されている方や、読み聞
かせに興味を持っている方を対象として、ステップアップ研修
会を開催します。
講師に「語り手たちの会・みやぎ」代表の竹丸富子さんを迎
え、パネルシアターや手袋人形などの道具を使った読み聞かせ
について、実演を交えながら講演していただきます。
ぜひ、ご参加ください。
日時／ 9 月 20 日㈮ 13 時 30 分～ 15 時
場所／市民図書館 2 階 セミナールーム阿武隈
演題／「小道具を使って、楽しいおはなし会を開くために」
申込締切／ 9 月 15 日㈰
定員／ 50 名（先着順）
資料代／ 300 円（当日徴収）
主催／読み聞かせネットワーク・岩沼
共催／岩沼市民図書館
問・申込／読み聞かせネットワーク・岩沼（☎ 22-1492）
岩沼市民図書館 （☎ 24-3131）
9月の休館日／2日㈪、
9日㈪、
16日㈪、
23日㈪、
27日㈮、
30日㈪
図書館のホームページアドレス／http://www.iwanumashilib.jp/

いわぬま市民劇団ウィープ
第13回定期公演作品

すてきな三人組～ドロシーの夢～

10/13㈰

①15:00開演 ②19:00開演

10/14㈷

①10:30開演 ②14:00開演
開場時間は各時間 30 分前

出演／いわぬま市民劇団ウィープ
会場／岩沼市民会館 中ホール
チケット／全席自由 一般 1,000 円
当日 1,300 円
中学生以下無料（要整理券）
チケットは下記プレイガイドで販売中
≪プレイガイド≫
岩沼市民会館
ローソンチケット（Ｌコード：23701）
劇団ホームページ
http://www.geocities.jp/weup2006/

リサイクル情報コーナー
家で眠っているモノ、
捨てるにはもったいないモノ、
生かしてみませんか？ ※9月6日㈮ 8時30分より電話にて受け付けします。

○譲ります〔

〕は希望価格

●西小体操着半袖・半ズボン（130～140cm）
〔無料〕●西中男子制服・ワイシャツ4枚〔15,000円〕●水着（男子LL・
女子130・170cm）
・水泳用帽子（赤）
・水泳用バスタオル・水着入れ袋（青）〔無料〕●アイロン台・風呂マット2枚〔各
1,000円〕●パジャマ（男子M）
〔無料〕●リュックサック（男児）・ナップザック(2個)・ショルダーバッグ〔応相談〕●
北中男子制服上下（165～170cm）
・ネクタイ・半袖ワイシャツ6枚・黒Ｖセーター〔応相談〕●北中体操着半袖（M）
〔応
相談〕●テニス用帽子2枚・ラケットバッグ〔無料〕●チャイルドシート〔無料〕●室内用すべり台（子ども用）[無料]

○譲ってください
●西中体操着（S～M）
〔無料〕●エレクトーン（ヤマハステージアミニ）〔応相談〕●岩沼中ベスト（160cm）〔無料〕
●さくら幼稚園女子制服(上下・115cm)[無料]●使い古しの浴用タオル〔無料〕※保健センター内工房あすなろ（☎内線
787、水曜日を除く平日の9時～17時）に直接ご連絡ください。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333）
有料広告を掲載しています
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ハナトピア岩沼体験講座
フラワー
アレンジメント
「生花のテーブル
アレンジ
基本形（ホリゾン
タルスタイル）
」

講座名

内

容

日

時

場

所

募

集

締

切

参加料
講

師

持ち物

家庭でできる
生活雑貨ペイント
お菓子教室
日本料理
フランス料理
前菜：
「キノコのマリ「ティッシュケー「栗のルーローショ「栗おこわ」
ネ」
スに絵付け」
コラ」
「吸い物（芋の子汁）」
メ イ ン：
「白身魚の
「ハイジパン（オレ「筑前煮・柿の白和え」
デュグレレ風」
ンジ＆チョコ入り）」
「秋刀魚と菊の花の酢の
物」
生花をたっぷり使 キノコのマリネはコリ 図案を選んで簡単 ココア＆チョコで作 秋の食材を使っておも
用したアレンジメ アンダー、ミント、
に絵を付けてみま る濃厚な生地で栗入 てなし料理を作ります。
ント。高さを抑え シェリービネガーを効 しょう。自分で手 りのクリームを包み 行楽弁当に詰めてもい
て水平に広がるデ かせて作ります。
を か け た 品 物 は 込んだケーキ。
い料理です。
ザインです。初心 メインは簡単で本格的 きっと愛着がもて 白くふわふわなパン
者の方でも安心し な魚料理です。付け合 ます。
生地にオレンジと
て参加できます。 わせにチコリのブレゼ
チョコ入りです。
をつくります。
9月18日㈬
9月22日㈰
9月26日㈭
9月28日㈯
10月12日㈯
13:00～15:00
11:00～14:00
9:30～12:30
10:00～13:00
10:00～13:30
研修室第2
体験加工室
研修室第2
体験加工室
体験加工室
10名
10名
10名
12名
20名
（最少催行3名)
（最少催行5名）
（最少催行3名） （最少催行4名）
（最少催行5名）
9月9日㈪
9月12日㈭
9月17日㈫
9月18日㈬
10月2日㈬
3,000円
3,500円
1,500円
2,700円
2,500円
（材料費含む）
（材料費含む)
（材料費含む）
（材料費含む）
(材料費含む)
山本 明美さん
猪岡 暖子さん
曵地 未紀さん
只木 満理さん
及川 孝子さん
筆を洗う容器
エプロン・タオル
新聞紙・ハサミ
エプロン・筆記用具
エプロン・筆記用具
エプロン
筆記用具
ゴミ袋・バケツ （髪の長い方は髪止め）

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。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。申込者へは後日ハ
24-4887）
ガキで内容などをお知らせします。問 ／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787
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上水道工事に伴う交通規制にご協力ください
桑原一丁目地内において上水道
工事に伴う交通規制が行われま
す。詳細は図表をご覧ください。
問／水道事業所
（市役所 4 階☎内線 456）

片側相互通行期間
① 9 月下旬～ 12 月下旬
② 9 月下旬～ 12 月下旬
③ 11月下旬～平成26年2月下旬

有料広告を掲載しています
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岩沼市内国有林の測量作業
仙台森林管理署では、岩沼市下
野郷地区の須賀原林・浜・北谷地
国有林、
早股地区の須賀林国有林、
寺島地区の泉国有林の境界標識を
復元するため、8 月～ 12 月の期
間に境界検測作業を行います。
測量の際、隣接地へ立ち入り作
業を行うことがありますので、ご
協力お願いします。
問／仙台森林管理署
（☎ 022-273-1111）

９月のお知らせ
参加費／無料
持ち物／水分・タオル
※動きやすい服装でおこしくださ
い。
申込期間／ 9 月 2 日㈪～ 30 日㈪
申込・問／健康増進課
（☎内線348）

10月から国民健康保険被保
険者証が更新となります

現在お持ちの国民健康保険被保
険者証の有効期限は 9 月 30 日ま
でとなっています。10 月 1 日以
降は使用できなくなりますので、
9 月下旬に新しい「被保険者証」
を送付します。
なお、現在お持ちの「被保険者
証」は返却する必要はありません。
問／健康増進課
（☎内線 343・344）

岩沼市介護予防事業
「健幸体操教室」
毎日の生活の中で、無理なく楽
しく体操をする習慣を身につけま
しょう！
日時／① 9 月 13 日㈮ ② 9 月
20 日㈮ 14 時～ 15 時 30 分
※ 2 回コース
場所／北部地区老人憩の家
講師／岩沼市デイサービスセンタ
ーさとのもり 作業療法士
蜂谷 智美氏
内容／運動機能向上の体験学習
定員／ 20 名
参加費／無料
対象者／要介護認定を受けていな
い 65 歳以上の方（1 回のみの
参加可）
申込・問／岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター
（☎ 25-6834）

問い合わせは、岩沼市役所
（☎22-1111・ 24-0897）へ

家族介護教室
介護疲れをスッキリ！正しい運
動でリフレッシュ！できる運動を
紹介します。
日時／ 9月26日㈭ 13時30分
～15時30分
場所／玉浦公民館 大会議室
講師／株式会社 FIT-R 健幸工房
代表 ＮＯＢＵ 高橋 氏
定員／ 30 名 参加費／無料
対象者／高齢者を介護している方
またはご本人・関心のある方
申込・問／マリンホーム地域包括
支援センター（☎ 25-6656）

看 護 師（非 常 勤 臨 時 職 員）
を募集

対象・資格／看護師免許を取得し
心身ともに健康な方
業務内容／乳幼児健診、予防接種、
成人保健事業など
勤務時間／月4回 3～4時間程度
勤務場所／市保健センター
賃金／時給 900 円
募集人員／若干名
応募方法／予防衛生係に電話連絡
後、履歴書・看護師免許の写し
を持参
問／健康増進課予防衛生係
（☎内線 345）

動物の愛護及び管理に関する
法律が改正されます

9 月 1 日より、動物の愛護及び
管理に関する法律が改正され、動
物を飼育する際に飼い主の責任が
より一層求められることになりま
した。引き取りに際しては、相当
する理由がない場合、保健所での

引き取りが行われなくなります。
動物は、必要に応じて避妊・去勢
手術などを行い、生涯を終えるま
で飼育するようお願いします。
問／塩釜保健所岩沼支所
（☎ 22-2188）
生活環境課
（市役所 3 階☎内線 335）

９月は廃棄物不法投棄
防止強化月間です！

廃棄物の不法投棄は、私たちの
清らかな生活環境の破壊につなが
り、法律でも禁止されています。
市では、看板の設置や巡回パト
ロールの実施により、不法投棄の
防止を図っていますが、不法投棄
はなかなか後を絶ちません。
この素晴らしい岩沼の環境を子
どもたちに残すため、不法投棄は
「しない」
「させない」
「許さない」
という意識を持ち、不法投棄を根
絶しましょう。
問／生活環境課（☎内線 333）

平成25年度秋期有害鳥予察
捕獲実施

農作物への有害鳥の被害を軽減
するため、市内猟友会の協力を得
て銃器での捕獲を実施します。皆
さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
日時／ 9 月 11 日㈬ ５時～日没
区域／市街地を除く市内一円（玉
浦地区一部除く）
問／農政課
（市役所３階☎内線 313）

有料広告を掲載しています
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９月
ヘルスアップツアー
inいわぬま

月のお知らせ
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“ つらい ”“ ガマン ” のイメージ
が変わるかも !? ツアー限定ランチ
付の内容満載の講座です。
日程／ 10 月 1 日㈫
時間／ 9 時 30 分～ 13 時 30 分
会場／グリーンピア岩沼（保健セ
ンター集合・送迎バス有）
内容／①マル得トレーニング講習
（マシン講習含む）②ヘルシーラ
ンチ膳とミニ栄養講話③体の燃
費測定④医師講話など
対象／平成 25 年度健診において
血糖値が要指導か要医療だった
70 歳未満の市民 30 名（運動制
限のある方は除く）
※先着順
講師／宮城県立がんセンター研究
所がん先進治療開発研究部
部長 田中 伸幸先生
㈱フクシエンタープライズ
健康運動指導士
参加費／ 1,500 円（ランチ代）
持ち物／水分・タオル・参加費・
平成 25 年度健診結果・上ぐつ
※動きやすい服装でおこしください。
申込期間／ 9 月 2 日㈪～ 18 日㈬
申込・問／健康増進課（市役所 3
階☎内線 347 ～ 349）

働き盛り世代のための
運動講座「夜トレ」

運動の爽快感を味わいながら、
“ 運動の秋 ” を楽しみませんか？
日程／ 10 月 3 日、10 日、17 日、
24 日 全て㈭の 4 回コース
時間／ 19 時～ 20 時
場所／市体育センター、グリーン
ピア岩沼（体育館）

内容／自分の体の状態を理解しな
がら無理のない運動方法（スト
レッチ・筋トレ ･ 有酸素運動な
ど）を学びます
対象／ 65 歳以下の市民（運動制
限のある方は除く）
講師／㈱マルシンク
健康運動指導士 薄井 啓先生
定員／ 30 名（先着順）
参加費／ 150 円（テキスト代）
持物／水分・タオル・参加費
※動きやすい服装でおこしくださ
い。
申込方法／電話・ファクス ･ Ｅメ
ール（下記の必要事項をご記入
ください）
【必要事項】
①講座名 ②氏名 ③電話番号
④年齢 ⑤住所 ⑥治療中の病気
の有無 ⑦心疾患や脳卒中既往の
有無
申込期間／ 9 月 2 日㈪～ 20 日㈮
申込・問／健康増進課
（☎内線347～349 22-1315
hokenshi@city.iwanuma.
miyagi.jp）

生活習慣病予防のための
料理教室

簡単！おいしい！体にいい！健
康バランス食が体験できる人気の
教室です。
今回は「１日５皿の野菜料理で
体イキイキ」
をテーマに行います。
男性や一人暮らしの方、小さいお
子さん連れの方（託児あり）
、ご
夫婦やご家族での参加もお待ちし
ています。
毎年好評につき、お申し込みは
お早めに！
日程／ 9 月 18 日㈬
時間／ 9 時 30 分～ 13 時

（受付 9 時 15 分～）
場所／市保健センター
内容／調理実習・講話など
定員／ 25 名（先着順）
参加費／ 300 円
持ち物／エプロン・三角巾
申込方法／参加費を添え、健康増
進課または市保健センターに直
接おいでください
※託児希望の方は、申込時にお話
しください。
締切／ 9 月 11 日㈬
問／健康増進課（☎内線345・346）

健診結果が気になる人のた
めの運動講座

血液検査やメタボリックシンド
ロームの改善を目指し、運動講座
を行います。
「運動しなければ」
と分かってはいるけれど始められ
ない ! そんな方におすすめです。
日程・場所
回

日にち

場所

1

10 月 15 日㈫

2

10 月 29 日㈫

3

11 月 12 日㈫

4

11 月 26 日㈫

保健センター

5

12 月 10 日㈫

6

1 月 21 日㈫

市民会館
中ホール

市民会館
中ホール

時間／ 10 時～ 12 時
内容／生活習慣病予防・改善に役
立つ知識と無理のない運動（ス
トレッチ・筋トレ ･ 有酸素運動
など）を学び、実践します
対 象 ／ 平 成 25 年 度 健 診 に お い
て、血圧や血糖、コレステロー
ルに所見のあった者（運動制限
のある方は除く）
講師／㈱マルシンク
健康運動指導士
定員／ 30 名（先着順）
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「子どもの人権110番」 9月30日㈪～10月4日㈮まで「子どもの人権110番」強化週間と定め、時間を延長して電話相談を開設します。
強化週間を実施します! 相談は無料で、秘密は固く守ります。◆受付時間 9月30日㈪～10月4日㈮ 8時30分～19時

◆電話番号 フリーダイヤル0120-007-110（子どもの人権110番）問／仙台法務局人権擁護部（☎022-225-5743）

