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ゴールが君たちを待っている！

～市中学校駅伝競走大会～

9月 4日、玉浦中学校周回コースで「平成
26年度岩沼市中学校駅伝競走大会」が行
われ、市内 4つの中学校から男女ともに 2
チームずつの計 8チームが出場しました。
大会では、次のランナーへたすきをつな
ぐため必死に走り抜き、仲間にたすきを渡す 【大会結果】（女子11.49㎞、男子17.10㎞）
と、倒れこんでしまう選手が続出しました。
1位
2位
3位
女子は岩沼中学校 A チーム、男子は岩沼
岩沼 A 岩沼西 A 岩沼北 A
女子
西中学校 A チームが優勝。女子の第 1区で
43分07秒 43分35秒 45分57秒
は、岩沼中学校の瀧澤水希乃さんが区間新
岩沼西 A 岩沼 A 玉浦 A
男子
58分04秒 58分49秒 59分25秒
記録を樹立しました。10月 1 日 の 県 大 会
※上段 : チーム名、下段 : 記録
での活躍が期待されます。
しんひしぬま

新菱沼津波堆積物地層の
展示を開始
市民図書館２階
のふるさと展示室
で、「 新 菱 沼 津 波
堆積物地層の剥ぎ
取り標本」の展示
を始めました。
この地層は、矢
野目排水機場建設に先立ち、高大瀬遺跡の範囲内
およびその隣接地で発掘を調査をした際に発見さ
れたものです。
このたび、ふるさと展示室入口で展示を始めま
したので、ぜひ一度足を運んでみてください。
問／ふるさと展示室（☎ 25-2302）

文化財めぐり参加者募集
日時／ 11 月 8 日㈯ 8 時 30 分～ 16 時 30 分
行先／登米市方面
参加費／ 2,100 円（昼食代・保険料など）
対象／市民 30 人
申込／往復はがきに必要事項（住所・氏名・
連絡先）を記入して下記へ。
1 枚のはがきで 2 人まで応募可（2 人の場
合もそれぞれ必要事項を記入）。
応募者多数の場合は抽選
締切／ 10 月 15 日㈬（当日消印有効）
応募／〒 989-2480 岩沼市桜 1-6-20
岩沼市教育委員会生涯学習課
「文化財めぐり」係
問／教育委員会 生涯学習課（☎内線572・573）

「空の日 仙台空港祭 2014」を開催します
仙台空港では、空港を身近に感じていただけるよう、今年もさまざまな「空の日」イベントを開催
します。ご家族で仙台空港へ足を運んでみませんか。たくさんの皆さんのご来場をお待ちしています。

開催日時／ 10 月 12 日㈰ 9 時～ 16 時 30 分
場所／仙台空港内（仙台空港ターミナルビルほか）
事前募集イベント
〇早朝ランウェイウォーク
〇空港内１周バスツアー

当日のイベント
〇特設ステージキャラクターショー
〇ゲーム大会
〇子ども制服試着・撮影会
（パイロット・キャビンアテンダント） など

※詳細については、
仙台空港ターミナルビル、
または市役所政策企画課のホームページをご覧ください。

問／国土交通省

東京航空局

仙台空港事務所（☎ 022-383-1328)
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岩沼警察署からのお知らせ

問・相談窓口／岩沼警察署（☎ 22-4341）

1．特殊詐欺撲滅のために

～変な手口に注意～

2．自転車の盗難に注意！

～ツーロックで盗難防止を～

岩沼警察署管内では、平成 25 年中の被害は 10 件発生し、約 5,400 万円の特殊詐欺被害となっていま
す。主な手口は、宝石の原石購入名目での不審電話、孫が会社の金を使い込んだとの不審電話のほか、
金融商品等取引名目などの不審電話など、振り込みだけでなく現金を小包で送らせたり、自宅付近で現
金を手渡す手交型の被害が見られます。
宮城県全体でも、特殊詐欺が 131 件発生し、約 5 億 4,000 万円の被害額となっています。平成 24 年
と比較しても 58 件、2 億 4,000 万円も増加しました。
被害に遭わないため、「息子」
「風邪」「電話番号が変わった」「仕事で失敗」
「会社の金」「必ずもうか
る」「急に金が必要」
「使い込み」
「警察」「弁護士」
「示談金」「上司」「競馬情報」「パチンコ」「アダル
トサイト」などの言葉を含む電話は、詐欺の可能性が大きいので、警察や家族に相談や確認を行い、被
害を未然に防ぎましょう。
平成 25 年中の犯罪発生特徴の 1 つとして、自転車盗が宮城県内で 3,722 件発生しています。岩沼警
察署管内では 207 件発生し、刑法犯認知件数の約 20％を占めており、依然として高い水準で発生して
います。自宅に駐輪する場合でも、油断することなく鍵を 2 個以上かけるツーロックを心掛けましょう。

3．安全安心まちづくりのために

平穏な社会生活を送ることは、市民全ての願いです。犯罪行為をしないことはもちろんですが、他人
に迷惑を掛けず、公序良俗に反する行為は厳に慎みましょう。
10 月 11 日㈯～ 20 日㈪の 10 日間、全国地域安全運動が実施されます。この機会にもう一度、「安全・
安心まちづくり」について考えてみましょう。その原点は、家庭生活にあるはずです。

平成 27 年度 コミュニティ
（宝くじ）
助成事業を募集
財団法人自治総合センターでは、宝くじ事業の
社会貢献広報を目的に、町内会や地域自主防災組
織など、地域に密着し活動している団体への助成
事業を実施しています。
申請を希望する団体は、10 月 15 日㈬までにさ
わやか市政推進課にご連絡ください。各助成事業
の概要などを説明します。

問／さわやか市政推進課
（☎内線 643）

助成事業の例※
・一般コミュニティ助成事業
・コミュニティセンター助成事業
・地域防災組織育成助成事業
など
※1

 細は、財団法人自治総合センターホームページ内「コ
詳
ミュニティ助成事業」の実施要項をご覧ください。
※ 2 さ わやか市政推進課のホームページに※ 1 へのリンク
を張り付けています。

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

フラワーアレンジ講座

生花の基本形
「ダイアモンド」

バラやカーネーションなど数

内 容 種類の花、約20本を使用し

たテーブルアレンジです。ア
レンジメントの基本を覚えた
い方におすすめです。

日 時
場 所
募 集
締 切
参加料
講 師
持ち物

生活雑貨ペイント

お菓子教室

キャンドルのカップケーキ作り ◇スイートポテト
◇アップルシナモンとクリーム
チーズのパン
ホイップがのったカップケーキ ◇サツマイモの皮の中にスイー
の上にイチゴ・ブルーベリー・ トポテトを入れて大きく焼きま
チョコチップなどをトッピング す。
します。
◇アップルシナモン生地のパン
※カップケーキの見本はハナト にクリームチーズを入れます。
ピア岩沼にあります。

10月20日㈪
13：00～15：00
ハナトピア岩沼

10月21日㈫
9：30～12：30
研修室第2

日本料理

◇お造り（マグロ・タイ）
◇八寸（粟麩（あわぶ）の田楽、
エビの甘煮、紅葉麩の煮物）
◇焼物（ブリの照り焼き）
◇揚げ物（カニの爪のしんびき
粉揚げ、白菜の東寺コロッケ）

松華堂弁当を使い、盛り付け方、
その歴史、決まり事などを勉強
します。
10月25日㈯
11月8日㈯
10：00～13：00
10：00～13：30
ハナトピア岩沼 体験加工室

10人（最少催行：1人）

10人（最少催行：3人）

12人（最少催行：4人）

15人（最少催行：5人）

3,500円（材料費含む）

2,500円（材料費含む）

2,800円（材料費含む）

2,500円（材料費含む）

10月10日㈮

山本 明美さん
ハサミ・新聞紙
ゴミ袋・バケツ

10月14日㈫

曵地 未紀さん
エプロン

10月15日㈬

只木 満理さん
エプロン・タオル
筆記用具

10月29日㈬

及川 孝子さん
エプロン・三角巾
筆記用具

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。 ※窓口で直接申し込みも可
能です。ただし、
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。申込者へは後日連絡します。
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787
24-4887）

11

広報いわぬま2014.10月号

