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～里山でこころとからだのリフレッシュ～

森のプール「初めて水泳教室」
失敗しない、つらくない。
水中でのバランスのとり方、足の運び方、水泳の基
礎練習など、まずは水に慣れることが目標です。
日時／毎週木曜日 6月19日・26日・7月3日・
10日・17日（全5回） 15時～16時
定員／20名
対象者／運動制限のない水泳初心者の方
受講料／2,500円
申込期間／6月2日㈪～16日㈪
※定員になり次第、受付終了と
なります。お申し込みは受講
料を添えて、グリーンピア岩
沼へ直接お越しください。

ヒメボタル観察会
森をすみかとする陸生のヒメボタル。準絶滅
危惧種のヒメボタルの保護に取り組む市民活動
団体「グリーンピア森の散策会」主催で観察会
を行います。
日時／6月29日㈰・7月4日㈮・5日㈯ 20時～
集合／食彩館ひまわり前 定員／各20名
※参加無料ですが申し込みが必要です。（舗装
された散策路を歩きます。ホタル保護のため
観察会以外は公開しません）

里山散策日
●グリーンピア森の散策会

6月4日㈬ ピアサンの日（里山保護活動）
6月11日㈬・27日㈮ 定例散策
◆いずれも10時～12時 ◆食彩館ひまわり前集合

●森のサポーター

6月22日㈰ 定例散策会（会員によるガイド）
◆10時～12時
◆食彩館ひまわり前集合
◆参加料100円

●ノルディックウォークいわぬま

6月9日㈪ ノルディックウオーキング体験会
◆10時～12時
◆スポーツハウス棟（体育館）窓口前集合
◆持ち物は、水分補給用飲み物・手袋・帽子・滑りにくい底の運動靴です。
両手が使えるようにしてください
※無料貸し出しポールあります。

申込・問／グリーンピア岩沼

25-5122
☎ 25-5177 （月～金：9時～17時）

私たちは toto 助成を
受けています。

総合体育館6月行事予定
1 日㈰（メイン・サブ） 春季バレーボール（一般男女、兼仙南）大会

15 日㈰（メイン） 第 38 回岩沼市武道大会（剣道）

7 日㈯
（メイン） 岩沼市中学校総合体育大会 バレーボール
（サブ）
岩沼市中学校総合体育大会 卓球

21 日㈯（メイン） ナイスハートふれあいのスポーツ広場 岩沼大会

8 日㈰ 市民開放デー

16 日㈪・30 日㈪

22 日㈰（メイン） さくら幼稚園

親子体操

施設設備点検・修繕日

陸上競技場6月行事予定
2 日㈪（予備日4日㈬） 県会員春季グラウンド・ゴルフ大会

17 日㈫（予備日18日㈬） 岩沼中学校

7 日㈯

岩沼市中学校総合体育大会 サッカー

21 日㈯（予備日24日㈫） 岩沼市中学校 陸上競技大会

8 日㈰

全国小学生交流陸上競技大会（宮城予選会） 22 日㈰

12 日㈭（予備日16日㈪） 議長杯グラウンド・ゴルフ大会

校内記録会

レッツいわぬまスポーツネット
岩沼キッズ（U-10）サッカー交流大会

※詳しくは、当館発行の行事予定表、または岩沼市のホームページをご覧ください。
問／総合体育館 ☎ 24-4831
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市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお寄せくだ
さい。原稿は掲載希望月の前月1日までに内容と連絡先を明記し
て 〒989-2480 桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
（ 22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。

総合南東北病院「生活習慣病セミナー」

①「糖尿病教室～見てさわって体験してみよう～」
日時／6月12日㈭ 14時～15時
②「つらーい肩の痛み～予防体操～」
「最新の褥瘡（床ずれ）ケアについて」
日時／6月26日㈭ 14時～15時
場所／①、②ともに総合南東北病院 中央棟1階 売店前
問／総合南東北病院（☎23-3151）
※予約不要です。お気軽にご参加ください。


ロコモティブシンドロームを予防しよう！！

日時／6月10日㈫ 10時～11時30分
場所／NPO法人やまぼうし 岩沼市桜5丁目11-3（★住所
が変わりました） 対象／介護認定を受けていない65歳
以上の方（他市町村からの避難者可）
内容／講話・骨密度測定・簡単な体操など
参加費／500円 募集人数／10名
申込・問／大友・髙橋（☎23-2672）


第21回岩沼ギターサークルアミーゴ 定期演奏会（入場無料）

日時／6月15日㈰ 14時～16時 場所／市民会館 大ホール
演奏曲目／上を向いて歩こう、銀河鉄道999、高校3年生、
ほか多数 問／村上（☎23-5447）


わくわくおやこフェスティバル2014（入場無料）

日時／6月8日㈰ 10時30分オープン！
場所／市民会館 中ホール
主催／わくわくおやこフェスティバル実行委員会
内容／遊びのワークショップあそびっこ、ドキドキ科学遊び、
人形劇、地域福祉団体のお店、その他楽しい企画がたくさん
問／岩沼おやこ劇場 木村（ 080-1812-4361）
※赤ちゃんから大人までどなたでも参加できます。


あなたの心に寄りそう

傾聴サロン

被災された方や一般の方。悩みを聞いてほしいなど、心
の内を話しに来ませんか。
日時／6月18日㈬ 毎月第3水曜日 10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
問／NPO法人仙台傾聴会 森山（ 090-6253-5640）
※無料。要予約。


岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会を開催します

生活習慣病が気になる皆さん、食改員と一緒においしい
健康料理をつくり、食生活を見直しませんか。
日時／6月9日㈪ 10時～13時頃
場所／保健センター 2階 調理室 参加費／300円
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
募集人数／20名程度（先着順、別日程もあり）
締切／6月5日㈭ 申込・問／佐藤（☎・ 23-3533）


チャリティー

第6回

舞踊発表会（入場無料）

日時／6月15日㈰ 12時開場、12時30分開演
場所／市民会館 中ホール
主催／吉村流若草会 問／今野（☎22-1424）


岩沼航空少年団

団員募集

入団資格／団員：市内または近郊にお住まいの小学1年生
以上の方 幹部団員：大学生以上の方
入団費／2,000円 年会費／12,000円
（団員）
、
6,000円
（幹部団員）
活動内容／航空に関する施設見学、規律訓練（集団行動）、
合宿訓練（1泊2日 夏実施）、スポーツ観戦、もちつき
等のレクリエーション（活動日：原則月1回）
申込・問／事務局 齋 東一（ 090-5358-9779）


空手道秀練会

会員募集（見学自由）

日時／毎週火・木曜日19時～21時。毎週土曜日14時～17時
場所／火・木曜日は旧勤労者青少年ホーム。土曜日は岩沼
西小体育館
対象／小学生以上の男女。大人、壮年の方もOKです
会費／月2,500円 問／村上（☎23-5447）


一緒に和太鼓を叩いて汗を流しましょう！！

〇潮騒太鼓メンバー募集（一般）
日時／第1木曜日、第2月曜日、第3木曜日 19時～
練習場所／市民会館 リハーサル室
〇子供クラブ募集（小学3年生以上）
日時／第4月曜日 19時～ 練習場所／市民会館 リハーサル室
問／森（ 090-9638-1191）
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朝日山探鳥会（参加費無料）

日にち／6月22日㈰ 場所／朝日山公園
集合場所・時間／朝日山公園第一広場駐車場に9時集合
解散時間／11時30分ごろ
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）
、筆記用具
問／赤津（☎23-2106）
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。


里山ハイキングの参加者募集

日にち／6月15日㈰（雨天中止）
コース／高舘～志賀高原（約4時間のコース）
参加費／500円 対象者／小学生以上の健康な市民
申 込 ／FAXで、氏名、住所、電話番号、年齢を明記の上、
6月8日㈰まで要申込。申込者へは後日ハガキで連絡します
実施／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット
問／及川（☎・ 24-4090）
、最上（☎・ 35-7227）


「ソフトバレーボール大会」 参加チーム募集

日時／7月20日㈰ 9時～ 場所／市民体育センター
主催／岩沼市バレーボール協会
種目／男女混合の部・女子の部・小学生の部
参加資格／オープン大会（登録不問） 参加費／各3,000円
申込用紙など／体育センター・総合体育館に準備
申込・問／岩沼市バレーボール協会（ 090-2970-0239）


「初めての篠笛」募集（全6回）

日時／6月10日、17日、24日、7月1日、8日、15日
（いずれも火曜日）10時～12時 場所／西公民館
参加費／12,000円（笛とテキスト代10,000円込み）
募集人数／12名 締切／6月7日㈯
講師／篠笛山口流 名取 山口芙蓉
申込・問／山口（ 090-2975-9293）


岩沼ママ集合！お子様つれOK！ニコマムフィットネス

日時／6月15日㈰ 10時30分～12時（開場10時10分）
場所／グリーンピア岩沼 体育館
内容／10時30分～11時 ひめトレ（定員30名）
11時5分～11時50分 エアロビクス（定員30名）
参加費／1レッスン500円（施設使用料込み）
主催／ニコマム岩沼
申込・問／関本、金森（ 080-9633-6660
nicomam
sennan@yahoo.co.jp）


BDFを利用した環境改善

活動スタッフ募集

毎月1回目の資源収集日の午前に廃食用油を回収し、軽
油代替燃料（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。25年度は1
年間で13,087ℓ（ドラム缶65本相当）を回収し、再利用
する活動を行いました。
活動スタッフ、回収拠点となっていただける方、BDFを
利用していただける方を募集します。
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）


岩沼・楊名時健康太極拳協会

会員募集

日時・場所／火曜日 市民会館中ホール 9時30分～12時
木曜日 北部地区老人憩の家 19時～21時
会費／月2,000円。どちらに参加しても同じです（週2回
参加できます。
）
指導／松浦 申込・問／玉田
（☎22-1478）
、加藤
（☎24-2340）


みんなで歌う第九の会

団員募集

募集期間／6月1日㈰～7月20日㈰ 募集人数／150名
応募資格／小学生以上の男女 参加費／10,000円
申込・問／市民会館（☎23-3450）
、上野（ 090-94263547）
、武田（ 090-5849-6799）


岩沼少年剣道錬成会

会員募集

稽古日時／毎週月、水、土 18時～20時
場所／市民体育センター
会費／入会費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）※入会時竹刀プレゼント有り。


あぶくま剣友会

会員募集

日時・場所／毎週月・水曜日 18時30分～20時30分 岩沼小学校体育館
第2・第4土曜日 18時～20時 玉浦小学校体育館
対象／幼児・小学生・中学生
申込・問／酒井（ 090-4479-4311）
・新古堂（☎22-2238）

