今月のグリーンピア情報

私たちは toto 助成を
受けています。

森のプール11周年記念イベント

10月4日㈰、水泳教室のコーチたちと森のプールを満喫できるイベントを開催します。模範泳法の泳者
は元競泳選手を含むコーチ陣。普段は話す機会が少ないコーチたちと仲良くなれるチャンスです。他人と
競わずに自分のペースで泳げる水泳記録会では、完泳者に記録証が授与されます。泳力に自信がなくても
気軽にご参加ください。

～イベントプログラム～
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12時～12時30分
12時30分～14時
14時～14時30分
14時30分～15時
15時～15時30分
15時30分～16時
16時～16時30分
16時30分～17時

私たちと一緒にイベン

トを楽しみましょう！
水泳記録会（午前の部）
皆さんのご来場をお待
模範泳法①
ちしています！
水泳記録会（午後の部）
模範泳法②
コーチと対決！？競泳コーナー
水中ウォーキング教室
コーチに質問＆リクエストコーナー
模範泳法③
水中アクアビクス教室

（最終入館17時）
★当日のプール棟の営業時間は、10時～18時です。
★イベントで使用する1・2コース以外のコースは通常どおり使用できます。
★イベント参加費は無料ですが、プール使用料が必要です。
※未就学児童は無料です。
（オムツが取れていないお子さまはプール使用不可）
※小学2年生以下のお子さま2人につき保護者1人の付き添いが必要です。
★プール・プールサイドに入る際は、水着と水泳帽子の着用が必要です。
★館内でのビデオ・写真撮影は禁止です。
★森のプールは公認競技用ではありません。

森のプール「水泳教室」

目標や泳力に合わせて自由に選べる水泳教室を開催しています。無料の事前登録を済ませたら、都合に
合わせて好きな教室に参加できます。参加希望者には参加券を交付しますので、実費相当額として参加
1回につき一般(65歳以上を含む)500円、高校生以下700円を受け付けにてお支払いください。祝日や繁
忙期を除き、年間を通して開催していますので、忙しい方にもお勧めです。当日申し込み可、申し込み期
限はありません。
〔成人対象〕
●初心者水泳教室
【水曜日コース：19時～20時】
【金曜日コース：11時～12時】
●成人水泳教室
【月曜日コース：14時～15時】
【木曜日コース：14時～15時】
【木曜夜コース：19時～20時】
【土曜日コース：10時30分～11時30分】
●クロール教室
【木曜日：10時30分～11時15分】
●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16時45分】

●平泳ぎ教室
【土曜日：15時～15時45分】
●バタフライ教室
【金曜日：16時～16時45分】
〔小学3年～6年生対象〕
◎小学生水泳教室
【月曜日コース：17時～18時】
【水曜日コース：17時～18時】
【木曜日コース：17時～18時】
【土曜日コース：16時～17時】

〔小学3年～中学3年生対象〕
◎小中学生上級水泳教室
【月曜日コース：18時～19時】
【水曜日コース：18時～19時】
【土曜日コース：17時～18時】
★運動制限のある方は参加でき
ません
★参 加券のほか、プール使用料
が必要です
使用料（4時間）
一般500円
高校生以下・65歳以上300円

里山散策日
●グリーンピア森の散策会
10月7日㈬ ピアサンの日（里山保護活動）
10月11日㈰・23日㈮ 定例散策
◆いずれも10時〜12時
◆食菜館ひまわり前集合

●森のサポーター
10月25日㈰ 散策路案内（市民対象）
◆10時〜12時
◆食菜館ひまわり前集合
◆参加料100円（保険料含む）

申込・問／グリーンピア岩沼 ☎25-5122 （月～金：9時～17時）
「眠れない大人たち」
公開収録&弾き語りライブ

毎週金曜日深夜0時～1時にエフエムいわぬまで放送中の「眠れない大人たち」の公開収録を行います。
日時／10月4日㈰ 11時～18時 場所／JR岩沼駅東口 駅前広場
広報いわぬま2015.10月号
広報いわぬま2015.9月号
問／エフエムいわぬま
（☎23-5080）
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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
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
（
22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
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
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
〒989-2480
桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
【掲載できない主なもの】
（①政治
22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
・宗教・営利を目的とするもの。②同一団体
（個人）
の掲載は、1カ月
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
以上の間隔をあけてください。
（連続しての掲載はできません）

ウィンドアンサンブルブレーメン 企画コンサートVol.1
「0歳から楽しめるブレーメンのキッズコンサート」

歌って良し、踊って良し、立ち上がって良し、騒いで良し。
お子さんに自由に楽しんでいただけるコンサートを開催します！
日時／10月4日㈰ 開場13時30分～ 開演14時～
場所／玉浦公民館 大会議室
入場料／無料
申込・問／佐藤（ 080-3336-7050
web.iwanuma@gmail.com
ホームページ http://webremen.web.fc2.com/）


うんどうサロン

男女、年齢を問わず、どなたでも参加可能
です。曲に合わせて体を動かしませんか？
体操はテレビ画面を見ながら、簡単に出来ます。
日時／10月7日、21日 13時30分～15時
場所／やまぼうし（桜5丁目11-3）
問／やまぼうし（☎23-2672）


総合南東北病院「生活習慣病セミナー」

事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。
①日時／10月8日㈭ 14時～15時
テーマ／「合併症予防の減塩大作戦」
②日時／10月22日㈭ 14時～15時
テーマ／「感染症について」
、
「肺機能の検査について」
③日時／11月12日㈭ 14時～15時
テーマ／「糖尿病予防のための運動療法」
※軽い運動ができる服装でお越しください。
④日時／11月26日㈭ 14時～15時
テ
 ーマ／「体あたため大作戦～寒い季節に向け食生活を見
直そう～」
、
「からだに良い『油』のはなし（仮）
」
⑤日時／12月10日㈭ 14時～15時
テーマ／「糖尿病足病変の予防 ‐ フットケア ‐ 」
⑥日時／12月24日㈭ 14時～15時（※要申し込み）
テーマ／「病院探検ツアー（病院のお仕事 パート7）
」
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（☎23-3151）


町をきれいに！

一緒にごみ拾いしませんか

ご協力いただける方は下記申込先へ名前、連絡先を伝え
直接集合場所へお越しください。ボランティア保険への加
入、トング、軍手、ごみ袋は本会で準備しています。
参加費／無料
活動日時／10月11日㈰ 9時～11時
実施場所／①国道4号線（県道39号交差点〜日本製紙㈱前信
号）
、②国道4号線(日本製紙㈱前信号〜阿武隈2丁目信号)
集合場所／①②ともに日本製紙㈱野球場隣の駐車場
申込・問／美化ボランティア団体ごみゼロ岩沼
武田（ 090-1496-3574）


平成27年度

山元支援学校文化祭
「やまよう祭」

今年のテーマは『みんな きらきら かがやけ やまよう祭』で
す。
地域の方もぜひいらしてください。
日時／10月17日㈯ 9時45分～12時
場所／宮城県立山元支援学校（山元町高瀬字合戦原100-2）
内容／ステージ発表、作品展示および販売など
問／宮城県立山元支援学校 阿部（☎37-0518）


赤とんぼの会によるコンサート
「25年の時を奏でて」
を開催

日時／10月18日㈰ 開場13時30分～、開演14時～
場所／市民会館 中ホール
曲目／秋の歌メドレー、麦の唄、ジブリメドレー他
問／コンサート実行委員会 大内（ 090-6627-8257）


岩沼市食生活改善推進員協議会による伝達講習会

生活習慣病が気になる皆さん、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／10月19日㈪ 10時～13時
場所／保健センター2階 調理室
募集人数／20名（先着順）
申込方法／氏名、地区、電話番号を下記申込先までご連絡

ください。
申込締切／10月14日㈬
参加費／300円
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
申込・問／國井（☎・ 23-3382）
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障害がある人と家族とボラ
広報いわぬま2015.10月号
広報いわぬま2015.9月号
ンティアの時間
（要申込）

岩沼山草会

秋の展示会

秋が見頃の山野草を約150鉢展示します。園芸種にはな
い山野草の良さを見に来てください。
日時／10月24日㈯ 9時～16時、25日㈰ 9時～15時
場所／ハナトピア岩沼 ギャラリー
問／大久保（☎23-3122）


朝日山探鳥会（参加費無料）

日時／10月25日㈰ 9時集合 11時30分ごろ解散
場所／朝日山公園第一広場駐車場
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）
、筆記用具
※観察用具を持たない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）


仙南盆栽愛好会からのお知らせ

秋季盆栽展示会を開催します。芸術の秋を楽しんでください。
日時／10月30日㈮13時～11月1日㈰16時
場所／ハナトピア岩沼 研修室
問／古積（☎22-1336）※会員も募集しています。


第9回岩沼市グランドシニアゴルフ大会

日時／10月22日㈭ 7時30分集合
場所／仙台空港カントリークラブ
対象／岩沼市民で、男性70歳以上、女性60歳以上の方
参加費／2,000円
申込締切／10月10日㈯
主催／岩沼市グランドシニアゴルフ大会実行委員会
はんぷ

2016「心」と「体」の健康手帳（高齢者手帳）の頒布

岩沼市老人クラブ連合会では、会員用に「心」と「体」の健
康手帳を作成、配布していますが、一般高齢者にも頒布します。
頒布価格／300円
申込締切／10月31日㈯
申込・問／岩沼市老人クラブ連合会事務局（☎29-3711）


女子サッカークラブ会員募集

女子のサッカークラブです。楽しく心地よい汗を流しま
しょう。体験入会もＯＫです。
対象／①小学生の部、②中学生の部、③大人の部（高校生以上）
活動日時／毎週日曜日 9時30分～11時30分
活動場所／岩沼北中学校
入会金／2,000円
月会費／1,000円
申込・問／バンビーナ岩沼女子サッカークラブ
布田（ 090-4883-3229）


BDFを利用した環境改善

活動スタッフを募集

毎月1回目の資源収集日の午前に廃食用油を回収し、環
境に優しい軽油代替燃料（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。
平成27年4月～8月の回収実績はドラム缶で28本相当です。
活動スタッフ、BDFの製造パートナー、BDFご利用の協
力者を募集します。
申込・問／いわぬまバイオ・リサイクルオイル協議会事務局
島津（ 090-7796-7958）


PARACUP SENDAI 2015 リレーマラソン＠千年希望の丘
with「東北風土マラソン＆フェスティバル」and「仙台空港」

当日は「東北風土マラソン＆フェスティバル」とコラボし、
東北の美味しい日本酒や食べ物をお楽しみいただけます！
日にち／10月25日㈰
場所／千年希望の丘
ランナー
主催／一般社団法人PARACUP
問／実行委員会事務局（ 080-4094-2649） 募集中！
※種目・参加費など詳しくは、
ホームページをご覧ください。www.paracupsendai.info

日時／10月17日㈯ 10時～15時 場所／総合福祉センター（ あいプラザ）
対象者／障害がある人とそのご家族 内容／芋煮会とスポーツ吹き矢 参加費／300円
申込・問／岩沼市社会福祉協議会（☎29-3711・ 29-3341）

