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今月のグリーンピア情報 　

〔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】

★参加券のほか、
　プール使用料が必要です。

申込・問／グリーンピア岩沼　☎25-5122　（月～金：9時～17時）

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。

森のプール
「水中ウォーキング無料レッスン」
　水中ウォーキングは、泳ぎに自信がない方でも気軽に始
められる水中運動です。水中ウォーキングの基本動作から
中級者向けのリズミカルな動きまで、水の抵抗、浮力、水
圧を利用した体にやさしい運動方法を紹介しています。申
し込み不要、参加希望者は開始前の場内アナウンスに従っ
て指定のプールコースへお集まりください。

★運動制限のある方は参加できません。★参加料は無料で
すが、プール使用料が必要です。★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。

～レッスン日程～

※12月4日㈮～5日㈯は、第24回いわぬまエアポートマラソン大会準備のため、7日㈪は、後片付けのため
　終日ご利用できません。詳しくは、陸上競技場・総合体育館にお問合せください。

問／陸上競技場　☎24-1242　総合体育館　☎24-4831

※ 12月2日㈬～5日㈯は、第24回いわぬまエアポートマラソン大会準備のため、7日㈪は、後片付けのため
終日ご利用できません。詳しくは、当館発行の行事予定、または市ホームページをご覧ください。

6日㈰（全館）第24回 いわぬまエアポートマラソン大会
12日㈯、13日㈰
　第20回 中学校ソフトテニスいわぬま大会
14日㈪（全館）施設設備点検日
19日㈯（メイン・サブ）市民開放デー

20日㈰
　第14回 ソフトバレー・チャレンジフェスティバル
in 岩沼大会
23日（水・祝）、24日㈭
　宮城県高体連バレーボール専門部仙南支部新人大会（男・女）
27日㈰（全館）施設保守修繕日

総合体育館12月行事予定

6日㈰
　 第24回 いわぬまエアポートマラソン大会

20日㈰
　大久保剛志選手サッカー教室

27日㈰
　施設保守修繕日

陸上競技場12月行事予定

午前の部 午後の部 夜間の部
月曜 － 13時30分～14時 －
火曜 定休日
水曜 － 13時30分～14時 －
木曜 － 13時30分～14時 18時30分～19時
金曜 10時30分～11時 － 17時～17時30分
土曜 11時30分～12時 － －
日曜 － － －

成人対象

申込・問／グリーンピア岩沼 25-5122 （月～金：9時～17時）

里山散策日 年末・年始の休館日について
●グリーンピア森の散策会
　12月2日㈬　ピアサンの日（里山保護活動）
　12月9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
　12月27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）

●屋内・屋外スポーツ施設
　12月28日㈪～1月4日㈪
●森のプール
　12月24日㈭～1月5日㈫
●トレーニングルーム
　12月28日㈪～1月5日㈫
●日帰り入浴
　12月28日㈪午前・1月4日㈪午前
●食菜館ひまわり
　12月26日㈯～1月3日㈰

私たちは toto 助成を
受けています。

12月22日㈫～1月5日㈫まで
は年末・年始の休館等のため
水泳教室はお休みです。
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スポーツ教室参加者募集
　仙台や名取へ行かなくてもプロの講師のレッスンを受けられる！
◆キッズヒップホップダンス教室
　（①5歳～小学2年生、②小学3～6年生）
日時／①毎週木曜日　16時15分～、②毎週金曜日　16時30分～
場所／市民体育センター
※数々の大会にも出場し結果を残している本格的な講師陣です！
◆ズンバ教室（一般男女）
日時／毎週火曜日　10時～11時　場所／市民体育センター
※�先生の真似をしながら自由に踊れるから「間違える」という概念がない！
ラテンのリズムにのってとにかく楽しく踊るダンスエクササイズです！
◆膝と腰に優しい★プールで脂肪燃焼エクササイズ（一般男女）
日時／毎週月曜日　19時～20時　場所／グリーンピア岩沼
※NHKに出演中のNOBU高橋先生が講師を務めます！！
◆子連れ孫連れOK★オトナ女性の美スタイルメイク教室（一般女性）
日時／毎週月曜日　11時30分～12時30分　場所／市民体育センター
※�子どものお世話と両立したい方、大歓迎！！エクササイズダンス、筋
トレなど、美しいボディの為に効果的な様々な内容を取り入れます。

　その他、さまざまな教室を開催しております。気軽に体験・見学も
できますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット（市民体育センター内）
　（☎・ 23-9355　 �lets_iwanuma@yahoo.co.jp
　ホームページ：http://www3.hp-ez.com/hp/lets-iwanuma）
�

新春寄席のお知らせ
　恒例の新春寄席を六華亭遊花さんを招いて行います。新春を笑いで
スタートさせてください。
日時／平成28年1月16日㈯　13時30分～　会場／とんかつ二木�2階
入場料／1,000円（当日券は1,200円）
※前売り券は猪股時計店・とんかつ二木で販売
主	催・問／岩沼歩いて暮らせるまちづくりネット事務局
　及川（☎・ 24-4090）
�

ハッピークリスマス
ゴスペルウィンクス	クリスマス	コンサート	Vol.7

　クリスマスの日、あなたに音楽をお届けします。皆さまのご来場を
お待ちしています。
曲	目／AVE�MARIA、赤毛のアン、雨に唄えば、
　We�Are�The�World、春と秋のメドレー　ほか
日時／12月24日㈭　開場（歌でお迎え）：13時30分～　開演：14時～
場所／市民会館�中ホール（入場無料）
問／佐藤（ 090-1931-1310）
�

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。
日時／12月13日㈰　9時～11時　参加費／無料
実施場所／JR岩沼駅西口バス停周辺
集合場所／JR岩沼駅西口駐車場　※雨天時、荒天時は中止します。
申込・問／美化ボランティア団体ごみゼロ岩沼　
　武田（ 090-1496-3574）
�
岩沼市食生活改善推進員協議会の「つなぐ」講習会を開催
　地域のみんなで一緒になって、健康づくりに取り組みませんか。食
改員と一緒に軽運動と健康料理を作ります。
日時／12月7日㈪　10時～13時30分頃（9時30分　受付）
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
※自宅の味噌汁持参で塩分を測定します。
募集人数／20人程度（先着順）
申込方法／氏名・地区・電話番号を下記までご連絡ください。
申込締切／12月5日㈯正午
申込・問／大内（☎・ 22-1472）
�

第84回合同鑑賞例会
「布の紙芝居　なにぬの屋がやってくる！」

　赤ちゃんから大人までどなたでも参加できます。岩沼おやこ劇場会
員は無料です。ぜひ、ご来場ください。
日時／12月6日㈰　14時開演　会場／ハナトピア岩沼�展示ギャラリー
内容／布の紙芝居「へたれよめご」、「かめのこおらはひびだらけ」ほか
月会費／1,300円（入会金200円）
主催・問／岩沼おやこ劇場　木村（ 080-1812-4361）

朝日山探鳥会（参加費無料）
日付／12月20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
※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）
�

うんどうサロン
ロコモティブシンドロームを予防しよう

　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で
きる簡単な体操です。
対象／介護認定を受けていない65歳以上の方
日時／12月9日㈬　13時30分～15時　場所／やまぼうし（桜5-11-3）
参加費／500円　募集人数／10人
申込・問／やまぼうし（☎23-2672）
�

2016岩沼市民インドアソフトテニス大会
日時／平成28年1月17日㈰　9時～（8時30分受付）
場所／総合体育館　主催／岩沼市ソフトテニス協会
後援／岩沼市教育委員会
参加資格／岩沼市民、市内学校在籍・職場勤務・団体在籍者
種目／少年男・女（中学1・2年生。各校、男女各5ペアまで）、
　一般男・女（中学3年生以上）、壮年（55歳以上）
競技方法／国際ルールによるトーナメント戦
　（参加ペア数によっては、リーグ戦に変更する場合もあります）
参	加費／少年の部600円、一般の部2,000円（中学3年生は600円）、
壮年の部2,000円

※�いずれも1ペアごとの料金です。また、参加費は当日、受付時にお
願いします。

申	込方法／総合体育館に設置している申込用紙に必要事項を記入の上、
平成28年1月13日㈬必着でお申し込みください。（期限遵守）

申込先／総合体育館
問／事務局　村井（ 090-8922-0628）
�

第2回高次脳機能障害を学ぶ
　今回のテーマは「失語症・失認症・失行症」です。
　このような症状でお困りの当事者、ご家族の方、介護者、支援者、
関心のある方など、どなたでも参加できます。
日時／12月17日㈭　13時30分～15時30分
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）2階�大会議室
入場料／無料　主催／みやぎ高次脳機能障害友の会・岩沼
問／相原（ 090-7666-9442）
�

ホットひと息　介護者ほっとサロン
　日々の疲れ、悩みを共有できるおしゃべり場です。ほんの少し外に
出てみませんか？介護を担っている方だけでなく、一人暮らしの方も
ぜひおしゃべりにお越しください。
日付／毎月第3金曜日（都合により変更有）
※12月は11日㈮になります。
時間／10時～12時（入退室自由）　場所／土ケ崎集会所和室（西地区農協）
参加費／100円（茶菓子代）　問／坂本（ 080-4363-7231）
�

ヨーガ・エフたまうら会員募集
　生活に生かせる簡単なヨーガです。無料体験はいつでもOKです。一
緒にリラックスしましょう。
日時／月2回　月曜日　13時30分～15時
場所／玉浦公民館2階�講座室（和室）　月会費／1,200円（入会金なし）
申込・問／大友（ 090-6252-0092）
�
2016「心」と「体」の健康手帳（高齢者手帳）の頒

はんぷ
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。
価格／300円　申込締切／12月10日㈭
申込・問／岩沼市老人クラブ連合会
　（岩沼市社会福祉協議会内　☎29-3711）
�
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～10月の回収実績はドラム缶で40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）

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。
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
【掲載できない主なもの】
①政治・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
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）
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