
申込・問／グリーンピア岩沼　☎ 25-5122　（月～金：9時～17時）
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今月のグリーンピア情報 　

●グリーンピア森の散策会
　1月23日㈮　定例散策
　◆10時～12時
　◆食菜館ひまわり前集合

　水中ウオーキングは、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。
　水中ウオ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ご紹介します。

～レッスン日程～
午前の部 午後の部 夜間の部

月曜日 ― 13:30～14:00 ―
火曜日 定休日
水曜日 ― 13:30～14:00 ―
木曜日 ― 13:30～14:00 18:30～19:00
金曜日 10:30～11:00 ― 17:00～17:30
土曜日 11:30～12:00 ― ―
日曜日 ― ― ―

【プール使用料（4時間）：一般500円　高校生以下・65歳以上300円】
　※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。

講座名 生活雑貨ペイント お菓子教室 お菓子教室
（バレンタイン）

フラワーアレンジ
講座 日本料理 日本料理（2 月） 漬物教室

内　容

✿トールペイント
でハートの白木に
バラを描きます…
初心者の方も楽し
く出来るバラを描
きます

✿栗の渋皮煮のス
フレカップケーキ
…カップケーキの
中に栗と生クリー
ムをたっぷり入れ
たケーキ

✿ガトーショコラ
（5号サイズ15cm）
…チョコレートケ
ーキの定番 焼き
っぱなしのガトー
ショコラ（1 台）

✿プリザーブドフ
ラワーのコサージュ
…色や材料を選び
ながらオリジナル
のコサージュを作
ります

✿かぶら蒸し、赤
飯、白子の粕汁、
菊菜とカニのごま
和え…寒い冬かぶ
ら蒸しの温かい料
理でほっこりして
みませんか。昔な
がらのお赤飯もつ
くります

✿茶巾ずし、桃ま
んじゅう、はまぐ
りのお吸い物、桜
餅…桃の節句のお
料理で楽しいひな
祭りをお祝いして
はいかがですか

✿白菜キムチ…農
家のお母さんが本
格的なキムチの漬
け方を指導します

✿チーズの黒胡麻
パン…黒胡麻生地
のパンにチーズを
入れた中型パン

✿ラムボール…ラ
ムレーズンを入れ
たスポンジ生地を
丸めてチョコレー
トでコーティング

（小型）

日　時 1 月 16 日㈮
9:30 ～ 12:30

1 月 18 日㈰
10:00 ～ 13:00

2 月 11 日㈬
10:00 ～ 13:00

1 月 19 日㈪
13:00 ～ 15:00

1 月 31 日㈯
10:00 ～ 13:30

2 月 14 日㈯
10:00 ～ 13:30

2 月 15 日㈰
10:00 ～ 12:00

場　所 ハナトピア岩沼
研修室第 2

ハナトピア岩沼
体験加工室

ハナトピア岩沼
研修室第 2

ハナトピア岩沼
体験加工室

ハナトピア岩沼
体験加工室

募　集 10 人
（最少催行：3 人）

12 人
（最少催行：4 人）

12 人
（最少催行：4 人）

10 人
（最少催行：1 人）

大人 10 人
（最少催行：5 人）

大人 10 人
（最少催行：5 人）

20 人
（最少催行：5 人）

締　切 1 月 7 日㈬ 1 月 8 日㈭ 2 月 2 日㈪ 1 月 9 日㈮ 1 月 21 日㈬ 2 月 4 日㈬ 2 月 5 日㈭

参加料 1,500 円
（材料費含む）

2,700 円
（材料費含む）

3,000 円
（材料費含む）

1,500 円
（材料費含む）

2,500 円
（材料費含む）

2,500 円
（材料費含む）

2,000 円
（材料費含む）

講　師 曵地　未紀さん 只木　満理さん 山本　明美さん 及川　孝子さん 布田　愛子さん

持ち物 筆を洗う容器 エプロン・タオル・
筆記用具

エプロン・タオル・
筆記用具

新聞紙・リボンを
切るハサミ・

ゴミを入れる袋
エプロン・三角巾・

筆記用具
エプロン・三角巾・

筆記用具
エプロン・三角巾・

筆記用具

●森のサポーター
　1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）

私たちは toto 助成を
受けています。

森のサポーター
さんの

散策アドバイス

「雪の上に“野うさ
ぎ”の

� 足跡がついている
よ♪」

森のプール「水中ウオーキング無料レッスン」

里山散策日

ハナトピア岩沼体験講座

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
し込みも可能です。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。
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787  24-4887）

★�受講される方は、レッスン当日にロビー備え
付けの申込表に必要事項をご記入ください。
★�開始前に場内アナウンスを行いますので、
案内に従って指定場所へお集まりください。
★�運動制限のある方は受講できません。
★�受講料は無料ですが、プール使用料が必要
です。

成人対象
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「ウィンドアンサンブル	ブレーメン」団員募集
　皆さま初めまして！昨年11月に設立されたばかりの少人
数の吹奏楽団「ウィンドアンサンブル�ブレーメン」です。
　ブレーメンでは現在、新規団員を募集しています。昔
やっていた吹奏楽を再開したい、眠らせている楽器を活用
したい、吹奏楽を一緒に楽しみたいなど、経験年数やブラ
ンクは問いませんので私たちと一緒に楽しく活動してみま
せんか。
　活動日など詳しくはホームページ（http://webremen.
web.fc2.com）をご覧ください。
　皆さまのご参加お待ちしています。
問／佐藤（ web.iwanuma@gmail.com）
�

「岩沼白菜」料理コンテスト開催！
　1次審査、2次審査を通過した“岩沼白菜”の独創的なレ
シピを、市内の料理店が腕を振るって調理、販売を行いま
す。皆さまの投票によりグランプリを決定しますので、ぜ
ひご参加ください。
日時／1月31日㈯　11時～14時
場所／岩沼駅前広場
主催／岩沼園芸研究会
問／谷地沼（ 090-3642-8870
　 �iwanumaengei@gmail.com　平日11時～15時）
�

仙台弁護士会・無料法律相談
　震災時、宮城県にお住まいだった方は、「原則として」
仙台弁護士会法律相談センターでの相談が無料になります。
日時／平日　10時～15時
　（月曜日、木曜日は17時30分～19時30分も実施）
　土曜日　9時30分～12時（正午）
　※祝日を除く。年始は1月6日㈫から開始します。
場所／仙台弁護士会館（仙台市青葉区一番町2丁目9-18）
問／仙台弁護士会法律相談センター（☎022-223-2383）
�

外国人のためのストレスケア教室
　日本に暮らす外国人には、言葉や文化などの違いにより
大きなストレスがかかります。この異文化ストレスについ
て正しく理解し、ストレス解消方法をみんなで楽しく学ん
でみませんか。
日時／1月24日㈯　13時30分～16時
場所／ホテル原田（岩沼市）
対象／在住外国人とその家族、支援者
入場料／無料　※要申込。
申込・問／（公財）宮城県国際化協会（☎022-275-3796）

みやぎジョブカフェ
合同適性試験＆合同企業説明会

日にち／1月19日㈪
内容・時間・場所／
　①合同適性試験（事前予約可）
　　10時30分～12時30分、15時30分～17時20分
　　アエル6階　セミナールーム2
　　�（受付：各30分前～10分前　アエル5階　多目的ホール前）
　②合同企業説明会
　　13時30分～16時30分
　　アエル5階　多目的ホール
　　（受付：13時～16時　アエル5階　多目的ホール前）
　※�他に職場見学訪問ツアー、各種セミナーも用意してい
ます。

対象／平成27年3月大学等卒業予定者（既卒3年までの方
を含む）

　�若年求職者（39歳以下）
　※当日は学生証、運転免許証などをご持参ください。
参加企業／宮城県内に本支店・営業所等のある企業約46社
費用／無料
問／みやぎジョブカフェ（中小企業雇用促進支援事業室）
（☎022-745-0007　http://www.miyagi-jobcafe.jp）
�

ポリテクセンター宮城
公共職業訓練受講生募集

　早期再就職に向けた職業訓練（6カ月）を実施しています。
募集訓練科名（定員）／
　�〈名取実習場〉CAD・NCオペレーション科（16）、テク
ニカルオペレーション科（15）、設備保全技術科（15）、
溶接施工科（15）

　�〈多賀城実習場〉電気設備科（15）、電気・情報通信工事
科（15）、ビル設備サービス科（18）、建築リフォーム・
コーディネート科（15）、住宅建築工事科（15）、生産情
報ネットワーク技術科（26）、建築CADサービス科（36）

訓練期間（6カ月）／
　〈名取実習場〉3月5日㈭～9月1日㈫
　〈多賀城実習場〉3月27日㈮～9月28日㈪
受講料／無料（テキスト代などは自己負担）
募集期間／
　〈名取実習場〉1月21日㈬まで
　〈多賀城実習場〉1月16日㈮～2月13日㈮
　※�居住地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）を
通じて申し込みください。

問／ポリテクセンター宮城　訓練課
　仙台実習場（☎022-792-8066）
　名取実習場（☎022-784-2820）

※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

5日㈪・19日㈪　施設設備点検・修繕日
12日㈪㈷・31日㈯　市民開放デー
10日㈯・11日㈰（メイン・サブ）
　県南支部中・高校生バドミントン大会

18日㈰（メイン）
　2015　岩沼市民インドアソフトテニス大会
24日㈯・25日㈰・26日㈪（全館）
　平成26年度高体連バレーボール競技　新人大会

総合体育館1月行事予定

貸切利用はありません
陸上競技場1月行事予定

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。
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