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個人種目 1 位 2 位

ソフトテニス 男子 佐々木 大和・岡村 奏平（岩　沼）芳賀 裕二・大槻 　聖（岩沼西）
女子 池田 真衣・小林 あゆみ（岩沼北）管野 裟理依・熊谷 夕依（岩沼北）

バドミントン
シングルス

男子 長田 歩夢 （岩　沼） 前田 拓海 （岩　沼）
女子 鈴木 乃愛 （岩沼北） 高橋 ひまり（岩沼北）

バドミントン
ダブルス

男子 八島 友揮・鈴木 健太（岩　沼）安部 拓真・横山 瑠星（岩　沼）
女子 三浦 梨夏子・日野 希良莉（岩沼北）佐藤　 圭・横山 杏蘭（岩沼北）

卓球 男子 芳賀 光汰 （玉　浦） 及川 幹大 （玉　浦）
女子 鈴木 　凪 （岩　沼） 佐藤 彩華 （岩　沼）

剣道 男子 狩野 陽平 （岩沼西） 水間 大樹 （岩沼西）
女子 森　 千紘 （岩　沼） 菊地 ひな美（岩沼西）

柔道 50 キロ級 男子 髙橋　 領 （岩沼西） ※出場 1 名
柔道 55 キロ級 男子 大津 壮陽 （岩沼西） 星　 優斗 （玉　浦）
柔道 60 キロ級 男子 富澤 俊一郎（岩　沼） ※出場 1 名
柔道 66 キロ級 男子 三浦 大寿 （岩　沼） 小野 颯雅 
柔道 81 キロ級 男子 加賀山 航大（岩　沼） ※出場 1 名
柔道 52 キロ級 女子 菊地 陽真 （玉　浦） ※出場 1 名

団体種目 1 位 ２位 ３位
野球 男子 玉　浦 岩沼西

サッカー 男子 岩沼西 岩　沼 玉　浦
ソフトボール 女子 岩沼西 岩　沼

ソフトテニス 男子 岩　沼 岩沼北 岩沼西
女子 岩沼北 岩　沼

バレーボール 男子 岩　沼 岩沼西
女子 玉　浦 岩沼西 岩　沼

バドミントン 女子 岩沼北 岩　沼 玉　浦

バスケットボール 男子 岩沼北 玉　浦 岩　沼
女子 岩沼西 岩　沼 岩沼北

卓球 男子 岩　沼 玉　浦 岩沼西
女子 岩　沼 岩沼西

剣道 男子 岩沼西 岩　沼 岩沼北
女子 岩　沼 岩沼西 岩沼北

　6月 7日（ソフトテニスの個人種目については雨天順延のため 12日と 14日）、岩沼市中学校総合体
育大会が行われ、武道・球技の 10種目が競われました。この大会の優勝団体（者）や上位入賞者は、市を
代表して県大会に出場することができ、毎年、優勝の栄冠と県大会の出場資格を争う熱戦となっています。
　結果は、以下のとおりです。（敬称略）

岩沼市中学校総合体育大会

▶市中学校総合体育大会結果
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問／健康増進課（☎内線 345）

　4月からスタートした「生活習慣チェンジ塾」は、今までの生活習慣を変え
たい方を対象に、食事と運動の両方を楽しく学べる講座で30名の方が受講し
ています。
　5月は「食生活チェンジ」「あなたの食生活診断」と題して、簡単クッキン

グや自己分析チェックなどの食事講座を2回行い
ました。クッキングでは「いわしのかば焼き風
丼・野菜たっぷりみそ汁・ヘルシー大学芋」の和食3品を作り試食しまし
た。参加した方からは「和食のおいしさを実感できた」「味付けの濃さや
野菜の量など参考になった」など感想がありました。
　これからの健康診断受診に向けて、また健診後も健康管理を継続するた
めに8月まで講座は続きます。

小学生交流会　参加者募集！
　夏休みに友好都市山形県尾花沢市の小学生が岩
沼市を訪れます。一緒に楽しく交流しませんか。
日時／8月6日㈬　9時30分～15時30分
募集／小学4～6年生　20名（先着順）
内容／航空大学校での飛行シミュレーターや仙台

空港見学など
参加費／1,000円（昼食代込み）
申込期間／7月1日㈫～15日㈫
※ 参加申込書は各学校に配布予定のほか、市役所

6階さわやか市政推進課にて配布中です。
※内容は変更になることがあります。

花笠まつり　参加団体募集！
　花笠踊り発祥の地、友好都市山形県尾花沢市の
花笠まつりに踊り手として参加してみませんか。
日時／8月28日㈭
　10時～21時（予定）
募集／1団体（20名程度）
※ 先着順ですが、初参加を

優先します。
申込期間 ／ 7 月 2 日 ㈬ ～

15日㈫
交通手段／市のバスを使用

友好都市 尾花沢市との交流

申込・問／さわやか市政推進課（☎内線642～644）

講座名 プリザーブドフラワーアレンジ講座 親子お菓子＆パン教室 生活雑貨ペイント

内　容

プリザーブドフラワーのキッズ向けアレ
ンジ【マンゴーパフェ風アレンジメント】

【ラズベリーのレアチーズケーキ】
【マンゴープリン】【チョコチップパン】

ガラスびん2個にハーブをペイント
します

オレンジと白系の花材を使用して、
マンゴーパフェのイメージの作品を
作ります。

【ラズベリーを入れたピンクのレア
チーズ】【完熟マンゴーを使った簡単
プリン】【チョコたっぷりのパン】

透明ガラスにラベンダーやカモミー
ルを描きます。

日　時 7月21日㈪　13時～15時 7月27日㈰　10時～13時 7月29日㈫　9時30分～12時30時
場　所 研修室第2 体験加工室 研修室第2
募　集 10名（最少催行1名）※1 親子12組（最少催行4組） 10名（最少催行3名）
締　切 7月11日㈮ 7月17日㈭ 7月18日㈮
参加料 1,800円（材料費含む） 3,000円（材料費含む）※2 1,000円（材料費含む）
講　師 山本 明美 只木 満理 曵地 未紀
持ち物 ワイヤーを切るハサミ・新聞紙・リボン

を切るハサミ・ゴミ入れ用ビニール袋 エプロン・タオル・筆記用具 筆を洗う容器・エプロン

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で下記まで。※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。申込者へは後日はがきで内容
などをお知らせします。注意※1ハサミを使用します。一人で使えないお子様は保護者の方の付き添いをお願いします。 
※2親１人子１人で3,000円。子ども1人追加で持ち帰りの場合は2,000円プラス。
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

▶友好都市 尾花沢市との交流
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