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講座名 内　容 日　時 場　所 募　集 参加料 講　師 持ち物締　切

生活雑貨
ペイント

✿皿やタイルに絵付け…転写シール（花や動物）
を貼ってオリジナル食器にしてみませんか。器は
焼成後のお渡しになります。

1月24日㈮
9:30～12:30

ハナトピ
ア岩沼
研修室第
2

大人10名
（最少催行3名）

1,200円
（材料費含む）

曵地 未紀
さん ハサミ

1月14日㈫

フラワー
アレンジ
講座

✿プリザーブドフラワーのテーブルアレンジメン
ト…バラ、アジサイ、かすみ草などを使用して、
テーブルや棚に飾れる作品を作ります。

1月24日㈮
13:00～15:00 大人10名

（最少催行3名）
3,000円

（材料費含む）
山本 明美

さん

新聞紙
ハサミ

ゴミを入れる袋1月14日㈫

✿バレンタインのフラワーアレンジ（生花使用、
陶器の花器付）…バラやカーネーションなどの生
花８種類を使用し、赤系の大人っぽい作品に仕上
げます。ギフト用にはラッピングもします。

2月12日㈬
13:00～15:00 大人10名

（最少催行3名）
3,000円

（材料費含む）

新聞紙
ハサミ

カッター
ゴミを入れる袋2月3日㈪

お菓子教室
✿りんごのクラムケーキ…たっぷりりんごを入れ
クラム（そぼろ状のクッキー）をかけたケーキ　
✿フロマージュ…チェダーチーズをたっぷり入れ
トップに溶けるチーズをのせたパン

1月19日㈰
10:00～13:00

ハナトピ
ア岩沼
体験加工
室

大人12名
（最少催行4名）

2,700円
（材料費含む）

只木 満理
さん

エプロン
タオル

筆記用具
1月9日㈭

お菓子教室
（バレンタ
イン）

✿パヴェ…生チョコ　✿ドゥーブルショコラ…ダ
ブルチョコロールケーキ　✿山型ミニチョコパン
…パウンド型にチョコ入り生地を入れたパン

2月11日㈫
10:00～13:00 大人12名

（最少催行4名）
3,000円

（材料費含む）
1月31日㈮

日本料理
✿蓮根まんじゅう銀あんかけ　✿菊菜と干し柿の白
和え　✿大豆とひじきの炊込み御飯　✿かす汁…あ
つあつの料理で心も身体もほっこりしてみませんか。

2月8日㈯
10:00～13:30

大人20名
（最少催行5名） 2,500円

（材料費含む）
及川 孝子

さん
筆記用具
エプロン

1月29日㈬

漬物教室 ✿白菜キムチ…農家のお母さんが本格的なキムチ
の漬け方を指導します。

2月16日㈰
10:00～12:00 大人20名

（最少催行5名）
2,000円

（材料費含む）
布田 愛子

さん
エプロン
三角巾

筆記用具2月6日㈭

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。
問 ／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1　☎ 23-4787　 24-4887）

ハナトピア岩沼体験講座

今月のグリーンピア情報 森のプール・スポーツ施設は 1月 5日㈰から営業します
問／グリーンピア岩沼　☎ 25-5122（月～金：9時～ 17時）

森のプール

10時～ 21 時営業
（20 時まで受付）

◎開始時間までに着替えを済ませてプールウオーキングエリアにお集まりください。
◎プール内には水着、水泳キャップを着用してご入場ください。
◎オムツ着用のお子さんは利用できません。小学 2 年生以下のお子さんには水着、水泳キャ

ップを着用した保護者の付き添いが必要です。

新年から運動はじめませんか？グリーンピア岩沼では散策路や施設を使い、体力に合わせた健康づくりができます。

◆入場料がお得になる年間会員制度もあります。また、トレーニング講習を受講すればトレーニングル
ームも同時に利用できます。詳しくはお問い合わせください。

◇プール使用料（4時間まで）：一般５００円／高校生以下・65歳以上３００円

トレーニング
ルーム

10時～ 21 時営業
（20 時まで受付）

◎高校生から利用できますが、事前にトレーニング講習会（約１時間）の受講が必要です。
◎受講時はトレーニングウェア着用の上、運動靴、タオル、飲み物（蓋付容器に入っているもの）

をご持参ください。

◇トレーニングルーム使用料（4時間まで）：一般２００円／高校生・65歳以上１００円

開始時間 月 水 木 金 土 日
11 時 ○ 　 ○ ○
14 時 ○ ○ ○ ○
19 時 ○ ○ ○ ○

講習会日程

◆グリーンピア森の散策会　1 月 24 日㈮　10 時～ 12 時　　参加費無料　　
◆森のサポーター　　　　　1 月 26 日㈰　10 時～ 12 時　　参加費 100 円（保険料）
※いずれも食菜館ひまわりに集合してください。※ノルディックウオーキング体験会はお休みです。

里山散策日

◇３０分水中ウオーキング（参加無料ですが、施設使用料が必要です）
　月曜日：13時30分　　水曜日：13時30分　　木曜日：①13時30分②18時30分
　金曜日：①10時30分②17時00分　　土曜日：11時30分

※テニスコートは改修工事のため、3月末まで貸し出しは行いません。ご迷惑を掛けします。



17	 広報いわぬま2014.１月号

みんなで学ぼう放射能　そして安心をとりもどそう
日時／1月27日㈪　10時～12時　場所／西公民館 ２階 研修室
テーマ／「放射能汚染水の問題」についての学習会
費用／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）

「生活習慣病セミナー～糖尿病教室～」
①日時／1月8日㈬・22日㈬　14時～15時
　演題／「寒い季節の運動について」
②日時／2月12日㈬・26日㈬　14時～15時
　演題／「血糖値が下がりすぎると…（低血糖の予防）」
場所／総合南東北病院 中央棟2階講堂
問／総合南東北病院　栄養管理課（☎23-3151 月～土 9時～17時）

岩沼市地域支えあい体制づくり事業「健康予防講座」
①「かっこよく歩こう」　日時／1月14日㈫　10時～11時
　　　　　　　　　　　　講師／理学療法士　塙 正人さん
②「ゴムバンドで運動しよう」日時／1月21日㈫　10時～11時
　　　　　　　　　　　　　　講師／理学療法士　山田 陽子さん
場所／NPO法人　やまぼうし　（相の原1丁目2-28）
対象／おおむね65歳以上、介護認定を受けていない方
参加費／1回500円　持ち物／タオル、飲み物
問／NPO法人やまぼうし（☎23-2672）
　※送迎も行いますので、ご相談ください。

男子厨房に入ろう「男のクッキング」
日時／1月28日㈫ 10時～13時　場所／ハナトピア体験加工室
メニュー／お手軽簡単パスタ　講師／只木 満理さん
費用／500円 　締切／1月21日㈫
主催／NPO手をつなぎたい岩沼
申込・問／小川　（ 090-5555-0756）

福祉のしごと面談会
日時／1月30日㈭ 13時～16時
場所／情報・産業プラザアエル（アエル５階）
対象／介護・看護・保育など福祉の仕事に就職を希望する方
参加事業所／福祉関連事業所約30社
持ち物／ハローワーク登録者はハローワークカードまたは雇用

保険受給資格者証
　※事前申し込み不要、入場無料。
問／ハローワーク仙台（☎022-299-8821）

まちづくりネット　「初笑新春寄席」
　新しい年を祝って落語会を開催します。新春を落語でお楽し
みください。
日時／1月11日㈯　開場／13時　開演／13時30分
場所／猪股時計店2階　入場料／500円（当日600円）
出演／桂 友楽さんほか　主催／歩いて暮らせるまちづくりネット
問／事務局　及川（☎24-4090）

問／総合体育館　☎ 24-4831　（月～金　8 時 30 分～ 17 時 15 分）

市民体育センター１月行事予定
○９時～17時
5・6日（日・月）　高体連仙南支部柔道大会
19日㈰　岩沼市新春バレーボール大会

○午前中
23・30日㈭　各種スポーツ団体
○16時～18時
7・14・16・21・23日（火・木）　各種スポーツ団体

総合体育館館１月行事予定（4日㈯まで休館）

○午後以降
10日㈮　第5回パナソニックキッズスクールCUP
24日㈮　宮城県高等学校バレーボール競技新人大会準備
○9時～17時
5・6・7日（日・月・火）　宮城県ソフトテニス錬成会
12日㈰　2014岩沼市民インドアソフトテニス大会

○９時～18時
25・26・27日（土・日・月）　宮城県高等学校バレーボール競技新人大会
○全日
11日㈯　ロープジャンプ小学生東北地区大会
13・18日（月・土）　仙南高体連インドアソフトテニス大会

メインアリーナ

○全日
11日㈯　ロープジャンプ小学生東北地区大会
○午前
7・10・14・17・21・24・28・31日（火・金）　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　えあぽーとシニアスポーツクラブ

○15時～18時
16・23・30日㈭　仙台ジュニア体育研究所（新体操）
○９時～17時
5・6日（日・月）　宮城県ソフトテニス錬成会
24日㈮　えあぽーとシニアスポーツクラブほか
25・26・27日（土・日・月）　宮城県高等学校バレーボール競技新人大会

サブアリーナ

陸上競技場１月行事予定
貸切利用はなし




