
23	 広報いわぬま2015.4月号 広報いわぬま2015.4月号	 22

今月のグリーンピア情報 　

「健幸カード」のスタン
プ移行 はお済みですか？
　平成26年度の「健幸カード」から平
成27年度の同カードへのポイント移行
期限は平成27年4月30日㈭となってい
ます。なお、平成27年度のカードは1
枚目からのスタートとなります。

〇グリーンピア森の散策会
　4月1日㈬　ピアサンの日（里山保護活動）　4月8日㈬　定例散策
　4月15日㈬　スミレ観察会　4月19日㈰　市民フラワーウオッチング
　4月24日㈮　散策とお花見
　◆いずれも10時～12時　◆食菜館ひまわり前集合
〇森のサポーター
　4月26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）

〔成人対象〕
●初心者水泳教室
【水曜日コース：19時～20時】
　4月1日・8日・15日・22日
【金曜日コース：11時～12時】
　4月3日・10日・17日・24日
●成人水泳教室
【月曜日コース：14時～15時】
　4月6日・13日・20日・27日
【木曜日コース：14時～15時】
　4月2日・9日・16日・23日・30日
【木曜夜コース：19時～20時】
　4月2日・9日・16日・23日・30日
【土曜日コース：10時30分～11時30分】
　4月4日・11日・18日・25日

●クロール教室
【木曜日：10時30分～11時15分】
　4月2日・9日・16日・23日・30日
●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16時45分】
　4月1日・8日・15日・22日
●平泳ぎ教室
【土曜日：15時～15時45分】
　4月4日・11日・18日・25日
●バタフライ教室
【金曜日：16時～16時45分】
　4月3日・10日・17日・24日

〔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】
　4月20日・27日
【水曜日コース：17時～18時】
　4月22日
【木曜日コース：17時～18時】
　4月23日・30日
【土曜日コース：16時～17時】
　4月25日

★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】

講座名 フラワーアレンジ 生活雑貨ペイント 日本料理① お菓子教室 日本料理② フラワーアレンジ②

内　容

✿生花の基本形ア
レンジメント
バスケットに入れたラ
ウンド形（バラ、カーネ
ーションほかたくさん
の季節の花を使います）

✿�めがねスタンド
（ケース）にト
ールペイント＆
デコパージュし
て完成させます

・鰆の味噌漬け焼き
・��ホッキ貝と浅葱
の辛酢味噌和え

・桜ご飯
・白魚のかき玉汁

・�ベイクドチーズ
ケーキ

・抹茶の豆パン

・鯖の棒寿司
・船場汁
・和菓子二種
　�（柏餅、簡単花
びら餅）

✿�プリザーブドフ
ラワーのバラの
アレンジメント

初心者向けの丸形
のアレンジメント
なので、初めての
方でも安心して参
加できます

アクリル絵の具で
めがねスタンド
（あるいはケース）
に色を塗り、花や
動物などの絵柄を
貼りつけて仕上げ
ます

4月といえばお花
見、その季節にふ
さわしいお料理を
作ってご飯を物相
型に抜いて桜の花
のように作ってい
きます

・�タルト生地を作
りセルクル型で
焼くジャーマン
チーズケーキ

・�抹茶と白生地に
甘納豆を入れた
色鮮やかな 2層
のパン

京都の名産の鯖の
棒寿司を作りま
す。鯖まるごと一
匹使い、魚のおろ
し方を勉強してみ
ませんか

生花を加工したお花
「プリザーブドフラワ
ー」を使ってアレン
ジメントを作ります。
（今回は加工済の花
を使います）バラ以
外にもいろいろな花
や資材を使います

日　時 4月 20日㈪
13：30~15：30

4月 23日㈭
9：30~12：30

4月 25日㈯
10：00~13：30

4月 26日㈰
10：00~13：00

5月 9日㈯
10：00~13：00

5月 11日㈪
13：30~15：30

場　所 ハナトピア岩沼
研修室第 2

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

ハナトピア岩沼
体験加工室

ハナトピア岩沼
研修室第 2

募　集 10人
（最少催行：1人）

10人
（最少催行：3人）

15人
（最少催行：5人）

12人
（最少催行：4人）

大人 15人
（最少催行：5人）

10人
（最少催行：1人）

締　切 4月 10日㈮ 4月 13日㈪ 4月 15日㈬ 4月 16日㈭ 4月 28日㈫ 4月 30日㈭

参加料 3,300 円
（材料費含む）

1,800 円
（材料費含む）

2,500 円
（材料費含む）

2,800 円
（材料費含む）

2,500 円
（材料費含む）

3,300 円
（材料費含む）

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

持ち物
新聞紙・ハサミ・
ゴミを入れる袋

ハサミ・筆を洗う
ケース

エプロン・三角巾・
筆記用具

エプロン・タオル・
筆記用具

エプロン・三角巾・
筆記用具

リボンを切るハサミ・
ワイヤーを切るハサ
ミ・新聞紙・カッター・
ゴミを入れる袋

申込・問／グリーンピア岩沼　☎25-5122　（月～金：9時～17時）

森のプール「４月の水泳教室」
　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円を受付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ますので、忙しい方にもお勧めです。当日申込可、申込期限はありません。

私たちは toto 助成を
受けています。

	 	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）
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※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

※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

11日㈯・26日㈰　市民開放デー
6日㈪・27日㈪　施設設備点検・修繕日
4日㈯～ 10日㈮（メイン・サブ）　修繕のため使用不可
19日㈰（メイン）　宮城県テコンドー選手権大会

20日㈪（メイン・サブ・卓球室）
� � �　　ヤマザキ製パン支部対抗バレーボール大会
29日（水・祝）（メイン）　第14回交流稽古会（剣道）

総合体育館4月行事予定

陸上競技場4月行事予定
16日㈭（予備日17日㈮）　春季グラウンド・ゴルフ大会

社交ダンスサークル・ウィング会員募集
日時／毎週土曜日　13時～15時　場所／勤労者活動センター
募集対象者／男性のみ　月会費／1,500円
指導者／JCF公認講師　上原�修�氏
申込・問／今野（☎22-1424）
�
パッチワークサークル「ちくちくクラブ」会員募集
　皆で楽しく活動しています。ぜひご参加ください。
日時／第2・第4金曜日　10時～12時
場所／西公民館�2階　会議室
年会費／11,000円　講師／橋本�美幸�氏　募集人数／若干名
申込・問／蜂谷（ 080-6012-5783）
�

♪いわぬま児童合唱団　団員募集♪
　歌の好きな皆さん、一緒に歌いませんか。
募集対象者／3才～小学6年生
練習日時／毎週火曜日　16時30分～17時30分（おやつ付）
場所／旧勤労青少年ホーム（市役所北側）
月会費／2,000円　指導者／富樫�範子・高橋�恵美
問／高橋（☎24-6071）
�

岩沼航空少年団団員・幹部団員募集
　一般団員（第25期生）と指導に当たる幹部団員を募集します。
募集団員／①一般団員：市内の小・中学生
　　　　　②幹部団員：大学生以上
主な活動／規律訓練、航空教室、合宿訓練、レクリエーショ
ンなど
※活動は月1回、日曜日に開催します。
年会費／12,000円（ほかに入団費2,000円）
申込期限／4月30日㈭
申込・問／事務局　斎（ 090-5358-9779）
�

朝日山探鳥会（参加費無料）
日にち／4月26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
持ち物など／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）
�
蔵
くら

っしっくアート展2015	inいわぬま（入場無料）
　春のひととき、温もりのある空間で、お好みの作品に出
会ってみませんか。
日時／4月25日㈯　10時～15時
場所／時計宝飾の猪股�1・2階�特設会場
出展内容／雑貨小物、ビーズ作品、焼き菓子、アロマほか
※ワンコイン体験有り。
問／蔵っしっくアート展2015実行委員会�事務局�オフィス
マリモ（ 090-8423-7530）

第43回岩沼市民ゴルフ大会開催
日時／4月29日㈬（祝日）　場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
募集定員／100人（定員になり次第締め切ります）
参加資格／岩沼市民および岩沼市内に勤務している方
参加費／5,000円（プレー費・飲食代は個人精算となります）
申込場所／松岡新聞舗・おさだガラストーヨー住器・ふた
き旅館・表蔵王国際ゴルフクラブ（参加申込用紙有り）

申込期限／4月15日㈬まで
問／岩沼市民ゴルフ大会�事務局�那須（ 090-8925-3003）
�
かけはし隊	みやぎふるさとCM大賞制作プロジェクトチーム	会員募集
　みやぎふるさとCM大賞（岩沼版）を私たちと一緒に作
りませんか。東日本放送のふるさとCM大賞に興味のある
方、皆で案を出し、企画や編集を楽しみながら「おらがま
ちのまちづくり」を考えていきましょう。仲間に入って応
援をしたい方も大歓迎です。
説明会日時／4月20日㈪　19時～
場所／旧勤労青少年ホーム　第2会議室（市役所北側）
※参加希望者は4月17日㈮までご連絡ください。
問／渡邉（ 090-8610-4241）
�
スポーツ教室参加者募集！体験・見学もできます！
①IWANUMA☆キッズHIPHOP教室
※5月まで体験期間で1回1,000円
　体育センター：毎週木曜日16時15分～（5歳～小学2年生）
　体育センター：毎週金曜日16時30分～（小学3～6年生）
②エアロビクス教室（中学生以上対象）
　日中：体育センター　毎週月曜日10時～
　夜間：岩沼小　毎週火曜日19時30分～
③ヨガ教室（中学生以上対象）
　日中：市民会館中ホール　毎週木曜日10時～
　夜間：岩沼中柔道場　毎週木曜日19時30分～
④メラメラダンス教室
　夜間：岩沼小　毎週金曜日19時30分～
⑤わいわいシニアスポーツ教室
　日中：体育センター　毎週木曜日10時～　多種目
※�会費について、①は5,000円／月、②③④は4,000円／月、
⑤は3,000円／1期。

※別途、年登録費などの経費が掛かります。
申込・問／レッツいわぬまスポーツネット（体育センター内）
（☎・ 23-9355　 lets_iwanuma@yahoo.co.jp）
�
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26年4月～平成27年2月の回収実績はドラム缶で60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。

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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