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。

「グリーンピア岩沼内共通利用券」の有効期限が迫っています！
平成26年度中に「健幸カード」満了特典として配付しました「グリーンピア岩沼内共通利用券」の有効
期限は平成27年3月31日㈫となっています。有効期限を過ぎる前に忘れずにご利用ください。

里山散策日

●グリーンピア森の散策会
3月4日㈬ ピアサンの日（里山保護活動）
3月11日㈬・27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
3月22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）

●ノルディックウオークいわぬま
3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 （月～金：9時～17時）

総合体育館3月行事予定
1 日㈰

市民開放デー

7 日㈯（メイン・サブ）
みやぎジュニアトップアスリートアカデミー第12回育成プログラム
8 日㈰（メイン） 第9回ソフトバレー・スプリングフェスティバル
9 日㈪・23 日㈪

施設設備点検・修繕日

14 日㈯（メイン）
第 40 回宮城県中学校春季選抜バレーボール大会
15 日㈰（メイン）
第21回東北労働金庫岩沼支店推進委員会会長杯争奪バレーボール大会
21 日㈯（メイン・卓球室） 岩沼市卓球協会会長杯卓球大会

※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

陸上競技場3月行事予定
8 日㈰・15 日㈰

30 日㈪・31 日㈫

午前貸切

終日貸切

※詳しくは、陸上競技場・総合体育館にお問い合わせください。問／陸上競技場 ☎24-1242 総合体育館 ☎24-4831

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

内

容

日 時
場 所
募 集
締 切
参加料
講 師
持ち物

「お菓子教室」
✿シュークリーム
✿はちみつ＆胡桃のパン（ソフトハ
ード、中型）
✿トマト＆豆のスープ胡麻ごはん付
はちみつを練りこんだモチッとした
胡桃入りパン
トマトベースの豆や野菜を入れたフ
ランスのスープ
年度末最後の教室なので具だくさん
のスープで一緒にお昼ごはんを…
3 月 15 日㈰ 10：00 ～ 13：30
ハナトピア岩沼 体験加工室
12 人（最少催行：4 人）
3 月 5 日㈭
3,300 円
只木 満理さん
エプロン・タオル・筆記用具

「フラワーアレンジ講座」
「生活雑貨ペイント」
✿エ ディブルフラワーのガーデン ✿ラ ンチョンマット（2 枚）にト
スタイル
ールペイントします
エディブルフラワー（食用に育て 木かコルクのランチョンマットに
られた花）の苗を取り入れて、春 フルーツ（いちご・ベリー・ぶどう・
の庭をイメージしたアレンジメン さくらんぼ）などを描きます
トを作ります
3 月 16 日㈪ 13：00 ～ 15：00
ハナトピア岩沼 研修室第 2
10 人（最少催行：1 人）
3 月 6 日㈮
3,300 円
山本 明美さん
ハサミ・新聞紙・ゴミを入れる袋

3 月 17 日㈫ 9：30 ～ 12：30
ハナトピア岩沼 研修室第 2
10 人（最少催行：3 人）
3 月 6 日㈮
2,000 円（材料費含む）
曵地 未紀さん
エプロン・筆を洗う容器

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。電話での受付はいたしません。※定員になり次第、締め切らせていただきます。
24-4887）
問／ハナトピア岩沼（三色吉字雷神7-1 ☎23-4787
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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。
※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）

ボランティアスタッフ募集！
地元のラジオで放送のお手伝いしてみませんか？

エフエムいわぬまでは、ラジオ番組のお手伝いをしてく
れるボランティアスタッフを募集しています。主に生放送
内でのリポートや放送のお手伝いです。
エフエムいわぬまの仲間になって岩沼を
盛り上げてみませんか。
募集対象者／伝えることに興味があって、
元気でやる気のある方。年齢は問いません
活動日／平日（水・金）の夕方または土・日いずれかの
1～2時間程度
申込・問／エフエムいわぬま 放送課 吉田・佐藤
（☎23-5080
iwanuma@fm779.com）


岩沼市ジュニアソフトテニスクラブ参加者募集

活動日時／4月～10月末の原則として第1、2、3日曜日
13時～15時（雨天時は第4または第5日曜日に振り替え）
場所／朝日山公園テニスコートC・D
対象／岩沼市内の小学校4～6年生（4月以降の新学年）
※先着20人。
（定員になり次第締切）
指導内容など／①初級…基礎的なサーブ・ストロークと
ルールを学び、クラブ内での試合もできるようになるこ
とを目指します（初めてラケットを握る児童も対象）
②上級…技術的なことに加え、戦術的なことも学び、希
望者は大会などにも出場します
会費／1カ月1人1,000円（ボール代、スポーツ
保険料、通信費などを含む）
申込先／総合体育館事務室 申込締切／3月18日㈬
問／岩沼市ソフトテニス協会 村井祐司（☎23-3662）


玉浦郷土史研究会

会員募集

玉浦郷土史研究会は発足2年目を迎えます。東日本大震
災の経験も踏まえ、あらためて土地の記憶を掘り起こし、
玉浦はじめ郷土の姿を後世に伝えようと学習と研究を目的
に活動しています。
定例学習日／偶数月の第1水曜日（巡見会は日曜日などを
設定） 年会費／2,000円
学習内容／講師、会員発表による座学、巡見会（視察）
※詳しくは、公民館などへ会員募集チラシなどを備えてい
ますので、参考にしてください。
問／玉浦郷土史研究会 会長 阿部俊雄（ 090-3362-9570）


みこしをかつぐ会

会員募集

今年で発足21年目を迎えました。竹駒神社初午大祭での
御輿渡御
（みこしとぎょ）
などに参加する会員を募集中です。
今年の御輿渡御／4月5日㈰ 参加費／2,000円
申込・問／みこしをかつぐ会 事務局
（竹駒神社☎22-2101）


「高次脳機能障害友の会」を作りました

高次脳機能障害当事者と家族の方、関心のある方はご連
絡ください。3月か4月頃にサロン形式で集まり、語り合い
たいと思います。
日時・場所は後日連絡します。どなたでも気軽に無料で
参加できます。
問／代表・高次脳機能障害ピアサポーター 相原勇（二木
1丁目5-22 ☎22-1791※13時～17時の間）
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西少剣（にししょうけん）で剣道をやろう！

「正しく、楽しく、強く」をモットーに稽古を続けてい
る岩沼西少年剣道錬成会では会員を募集中です。一度見学
に来てください。
稽古日時／毎週水・土曜日 17時～19時
毎週日曜日 9時～11時
場所／岩沼西小学校 体育館
対象／園児・小学生の男女、大人のリバイバ
ル剣士も大歓迎です
会費／入会費1,000円
（スポーツ保険など）
、
月会費2,000円
申込・問／長谷武典（ 090-2958-0977）


ひな祭り開催のご案内
朝日地域交流サロン「行ってみっかい」・
吊るしびな華の会

今年で3回目の開催となります。多くの皆さまにご覧い
ただけると励みになります。ぜひお越しください。
日時／3月7日㈯・8日㈰ 10時～16時
（8日㈰は12時まで）
場所／荒井集会所（朝日地区）
内容／吊るし飾りのほかにもひな壇、木目込み人形、折り
紙での吊るし飾り、手作り雛など展示、手作り体験、琴
演奏など
見学／無料 問／宮部（☎24-1737）


地域子育て講座『カッパが見た「あそび」の世界』
～大人が子どもの遊び場にかかわる意味を考える～

日時／3月6日㈮ 10時15分～12時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ） 2階 大会議室
講師／大正大学特命教授、日本冒険遊び場づくり協会理事
天野 秀昭 氏
対象／どなたでも可
※託児あり（5人程度）
。3月4日㈬まで要事前申込。
申込・問／NPO法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネッ
トワーク（ 070-6951-5991）


福祉のしごと面談会

日時／3月4日㈬ 13時～16時
場所／仙台サンプラザ 3階 クリスタルルーム
対象／介護・看護・保育など福祉の仕事に就職を希望する方
参加事業所／福祉関連事業所約24社
持ち物／ハローワーク登録者はハローワークカードまたは
雇用保険受給資格者証
※事前申込不要。入場無料。
問／宮城県福祉人材センター（☎022-262-9777）
ハローワーク仙台（☎022-299-8821）


仙南地域職業訓練センター
パッチワーク教室受講生募集

初めての方でも楽しく参加できます。
日時／4月～9月 第2・第4水曜日 全12回
場所／仙南地域職業訓練センター
（柴田郡柴田町船岡照内1-9 ☎0224-57-1501）
講座内容／多種類（和・洋・新・古の布）の柄や色の布を
使い、パッチワーク技法で素敵な小物入れやバッグ・タ
ペストリー・ベッドカバーなどを作ります
受講料／9,000円 定員／20人
申込方法／電話またはファクス（氏名・連絡先記入）で申
し込み ※申込多数の場合は抽選。
申込締切／3月13日㈮
※受講通知は締切日以降に電話またはファクスで連絡します。
申込・問／仙南地域職業訓練センター（☎0224-57-1501
0224-55-2250）

