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今月のグリーンピア情報

日帰り入浴・温水プール・トレーニングジムも営業中！
里山にさまざまな花が咲き出し、身も心もワクワ
クする頃です。グリーンピアの里山に咲く花をご
案内します。

春 の 里山 へ、 遊 びにきませんか

森のサポーター

グリーンピア森の散策会
●市民フラワーウオッチング／
●市民フラワーウオッチング／4月20日㈰
10時～12時
散策路南コースを散策会員と一緒に歩きます。滑りにくい底の

●定例散策（会員によるガイド）
4月27日㈰ 10時～12時

運動靴、水分補給用の飲み物などをご持参の上参加ください。
●ピアサンの日（里山保護活動）／4月2日㈬ 10時～12時
●散策会／4月9日㈬ 10時～12時

参加費100円（保険料）

※いずれも食彩館ひまわり前にお集まりください。

●スミレ観察会／4月16日㈬ 10時～12時
●散策会とお花見／4月25日㈮ 10時～12時

ノルディックウオーキング体験会（ノルディックウォークいわぬま）
４月14日㈪

10時～12時（雨天中止） 参加料無料

グリーンピア岩沼体育館窓口前集合（申込不要）

✿桜まつり✿

芝生広場でお花見が楽しめます。ソメイヨシノ、ヤエザクラ…といろいろな桜をお楽
しみください。お弁当を持って、出かけませんか。
４月からは野外活動施設がオープンしますので、
「バーベキュー」なども行えます。

テニスコートの改修が
終わりましたので、貸
し出しを再開します。

※ゴミはお持ち帰り願います。また園内へのペットの入場はできません。
※野外活動施設については、10日前までの予約が必要です。
※桜の開花状況は気候により変わります。

申込・問／グリーンピア岩沼

☎ 25-5122・25-5177 （月～金：９時～ 17 時）

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

ペイント

４月開催

フラワー
アレンジ

容

✿母の日のギフトアレンジメント（生花）…カー ４月28日㈪
ネーションなど数種類の花を使用してアレンジし 13:00〜15:00
ます。カーネーションはテディベアの形になるよ
４月18日㈮
う作ります。

５月開催

日本料理

✿ちまき寿し ✿はんぺんのお吸い物
5月10日㈯
✿うどと海老の白和え ✿魚の木の芽焼き
10:00〜13:30
✿よもぎ麩の田楽…端午の節句をイメージしたお料
4月30日㈬
理仕立てです。

✿紅茶とオレンジのシフォンケーキ…紅茶とオレ 5月11日㈰
10:00〜13:00
お菓子教室 ンジの香り高いケーキ。
✿クイーンババロア…苺のババロア。
5月1日㈭

募

集

参加料

講

師

1,000円〜
大人15名
曵地 未紀
1,500円
（最少催行3名）
さん
(材料費含む)
10名
3,300円
山本 明美
(最少催行2名) (材料費含む)
さん

持ち物
ハサミ
新聞紙
ハサミ
ゴミを入れる袋

大人12名
2,700円
只木 満理
（最少催行4名）（材料費含む） さん

エプロン
タオル
筆記用具

大人10名
2,500円
及川 孝子
(最少催行5名) （材料費含む） さん

エプロン
三角巾
筆記用具

ハナトピア岩沼
体験加工室

4月20日㈰
✿苺のロールケーキ…旬の苺を使ったケーキ。
お菓子教室 ✿ ニ ュ ー ヨ ー ク チ ー ズ ケ ー キ … ベ ー ク ド の ス 10:00〜13:00
ティックチーズケーキ。
4月10日㈭
✿だしの取り方 ✿お吸い物 ✿桜御飯
4月26日㈯
✿菜の花のからし和え ✿桜鯛のおろし方
10:00〜13:30
日本料理 ✿桜鯛の塩こうじ焼き…日本料理の基本 “おだし ”
おいしいだしの取り方を勉強して料理のレパート
4月16日㈬
リーを増やしてみませんか。

場 所
ハナトピア岩沼
研修室第２

生活雑貨

日 時
締 切
✿お茶碗に絵付け…白磁に転写シール（花・動物・ ４月25日㈮
風景）を貼ります。初心者の方も楽しめます。作 9:30〜12:30
品のお渡しは焼成後になります。
４月15日㈫
内

大人15名
(最少催行5名)

2,500円
及川 孝子
（材料費含む） さん

エプロン
三角巾
筆記用具

12名
2,700円
只木 満理
(最少催行4名) （材料費含む） さん

エプロン
タオル
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。
24-4887）
問 ／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神 7-1 ☎ 23-4787
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健康体操教室

回数／毎週月曜日

場所／グリーンピア岩沼

10時～11時

参加費／1カ月1,500円

1回無料体験OK

持ち物／タオル、飲み物

年齢不問

問／大泉(☎23-2783)

☆介護仲間のおしゃべり処「あまやどり」開催曜日変更☆

家族の介護に悩んでいる方お互いの大変さを語り合う中から

介護の智恵を得ませんか。お話しが苦手な方も、楽器演奏や歌
などのリフレッシュタイムもあります。
日時／毎月第3水曜日

問／斎( 090-9746-9626) 加藤(☎22-0089) 後藤(☎22-0858)

一心館合氣道教室

女性クラス19時～90分

○場所／岩沼中学校柔道場

日時／毎週

土曜

子どもクラス18時～60分、一般クラス19時～120分

○場所／農村環境改善センター

日時／第1または第2土曜日

子どもクラス17時30分～60分、一般クラス19時～120分

○場所／岩沼中学校柔道場

稽古日時／毎週水・土曜日 17時～19時 毎週日曜日 9時～11時
稽古場所／岩沼西小学校

日時／第1または第2火曜日

マンスリークラス19時～90分(要予約)

会費／入会費1,000円（スポーツ保険など）、月会費2,000円
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）

会場／猪股時計店1階 主催／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
問／事務局

及川(☎24-4090)

太極拳を始めませんか

岩沼市太極拳協会では太極拳を始めてみようという方を募って

います。体にやさしい太極拳を目指して一緒に練習しましょう。

会場／○市民会館 (火曜日13時30分～15時30分、19時～21時)
○土ケ崎集会所

(金曜日13時30分～15時30分)

○竹駒神社境内

(土曜日6時30分～7時)

○勤労者活動センター
問／事務局

(土曜日9時30分～11時30分)

加茂(☎24-6259)

サッカー教室体験会

子どもたちの成長を第一に考えたサッカー教室です。体験者

親子で遊びにおいでよ！

随時募集中です。無料送迎もあります。お問い合わせください。

10時30分～12時

場所／北部地区老人憩の家(北児童センター併設)

日時／毎週木曜日18時～19時

会費／900円（含む会員情報誌月4回）主催／新日本婦人の会・岩沼支部

問／アバンツァーレジュニアサッカークラブ 中里(☎022-796-9942)

内容／赤ちゃん体操、絵本、手遊びなど、(飲み物、タオル持参、動きやすい服装）
問／橋元( 080-6001-3823)・渡辺( 090-5234-5461)

生活習慣病セミナー～ミニ健康講話～

※予約不要です。お気軽にご参加ください。

日時／4月24日㈭ 14時～15時 テーマ／「目指せ！腸美人！」ほか

講師／管理栄養士ほか 場所／総合南東北病院 中央棟1階 売店前
問／総合南東北病院

総務課(月～金9時～17時☎23−3151)

場所／西公民館

尺八／琴古流

13時～(3日間コース)

54㎝管をお貸しします

受講料／無料(初心者用の資料、尺八の貸し出しあり)
※水道管で作った54㎝管を差し上げます。

10時～15時30分(入場は15時まで)

主な公開施設／高空燃焼試験設備バスツアー、再使用観測ロケッ
トエンジン試験設備など

主なイベント／宇宙を目指す君へ夢をかなえるアドバイス
ロケット発射場のひみつ!?～発射場大解剖～

※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。

2014☆春☆「蔵っしっく」アート展開催のお知らせ

春の1日、温もりある作品、各種体験教室を楽しんでみませんか。

日時／4月26日㈯

10時～15時

会場／猪股時計店

主催／「蔵っしっく」アート展実行委員会 問／布田( 090-8423-7530)

第22回岩沼市民春季ソフトテニス大会

9時～(8時30分受付)※雨天時は5日に順延。

場所／朝日山市民テニスコート 主催／岩沼市ソフトテニス協会

参加資格／岩沼市民、岩沼市内職場勤務者、市内学校団体在籍者
後援／岩沼市教育委員会

角田宇宙センター一般公開

日時／4月20日㈰

※出展予定・おさけかばん・ビーズジュエリー・ガラス工芸他多数

申込・問／佐々木(☎24-0352)

日時／5月4日㈰

場所／グリーピア岩沼

対象／年中～小学6年生 参加費／300円(保険料) 人数／5名(各時間)

問／角田宇宙センター(☎0224-68-3111)

尺八を吹いてみませんか

日時／4月27日㈰・5月4日㈰・11日㈰

種目／一般・壮年・中学生

参加料／一般・壮年1ペア2,000円、中学生1ペア600円

申込方法／4月23日㈬17時まで総合体育館へお申し込みくださ
い。(中学生は別紙申込用書に各学校でまとめて申し込みください)

問／村井(☎23-3662)

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）などのリサイクル

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☎22-0982）・
館 下1丁 目（ ☎ 豊 川22-3528）・ 土 ケ 崎1丁 目・（ 加 藤 ☎22-

0089）
・相の原2丁目（☎飯森22-3518）
・たけくま1丁目（宝

島☎0120-972-919）
・松ケ丘2丁目・（及川☎22-2981）
・桜
一丁目（ジュン☎24-3970）

回収日時／毎月一回目の資源収集日の午前

ボディメイクで理想の身体作りへ

受講生募集

町内会の協力／栄町町内会4カ所、その他有志の方

日時／4月11日㈮より開講(月3回金曜日4カ月間の全12回コー

回収拠点募集／随時受付（お店も歓迎します）

場所／商工会

回収量／平成25年度4月～2月分12,055ℓ（ﾄﾞﾗﾑ缶60本相当）

ス)

10時15分～11時15分
２階

会議室

講師／西間木

申込・問／ふぁんたじあ（☎23-1258）

19

4月の展示について

展示作品／ホ版画同好会作品展 期間／4月4日㈮～28日㈪(水曜日は休み)

問／及川( 090-3754-5243) ホームページhttp://isshinkan.org

日時／4月２日㈬・16日㈬

体育館

対象／園児・小学生の男女、大人のリバイバル剣士も大歓迎です！

会員募集

日時／毎週水曜日

子どもクラス18時～60分

少年剣道錬成会です。会員募集中です！一度見学に来てください！

市民ギャラリー

10時～12時

場所／ひなたぼっこ二木２階(地域交流サロン) 参加費／100円(お茶代)

○場所／里の杜集会所

西少剣（にししょうけん）で剣道をやろう！

「正しく、楽しく、強く」をモットーに稽古を続けている、岩沼西
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由美

ＢＤＦの利用／環境改善に協力していただける方

申込・問／いわぬまﾊﾞｲｵ･ﾘｻｲｸﾙｵｲﾙ協議会事務局 島津（ 090-7796-7958）

