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今月のグリーンピア情報 　

こどもの日イベント
　家族や友達と無料で楽しめるコーナーが
いっぱいです♪

日�時／5月5日㈫　10時～14時
場�所／芝生広場・こども広場など
内�容／工作あそび・グラウンドゴルフ・ピッチ
ングターゲットなど
※�ⅰロックフェス
ティバルも同時開
催されます。
　（16時まで）

トレーニングルーム「健康体力作り教室」
　これからトレーニングを始める方へ、もっと頑張りたい方
へ、専門指導員があなたに合った体力保持と体力増進のト
レーニング方法をご紹介します。

日時／毎週火曜日　10時15分～11時30分
　5月12日・19日・26日、6月2日・9日（全5回）
定員／10人
対象者／運動制限のない成人の方
申�込期間／5月1日㈮～定員になり次第受付終了
申込方法／プール棟受け付けにて直接申し込み（電話予約可）

※�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500円を参加時にお支払いください。
※�参加券のほか、トレーニングルーム使用料が必要です。
　【�使用料（4時間）：一般200円　65歳以上100円】
※�トレーニングルームのご利用には、初回のみ講習会（予約制）
の受講が必要です。

〔成人対象〕
●初心者水泳教室
【水曜日コース：19時～20時】
　5月13日・20日・27日
【金曜日コース：11時～12時】
　5月1日・8日・15日・22日・29日
●成人水泳教室
【月曜日コース：14時～15時】
　5月11日・18日・25日
【木曜日コース：14時～15時】
　5月7日・14日・21日・28日
【木曜夜コース：19時～20時】
　5月7日・14日・21日・28日
【土曜日コース：10時30分～11時30分】
　5月2日・9日・16日・23日・30日
●クロール教室
【木曜日：10時30分～11時15分】
　5月7日・14日・21日・28日

●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16時45分】
　5月13日・20日・27日
●平泳ぎ教室
【土曜日：15時～15時45分】
　5月2日・9日・16日・23日・30日
●バタフライ教室
【金曜日：16時～16時45分】
　5月1日・8日・15日・22日・29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】
　5月11日・18日・25日
【水曜日コース：17時～18時】
　5月13日・20日・27日
【木曜日コース：17時～18時】
　5月7日・14日・21日・28日

【土曜日コース：16時～17時】
　5月2日・9日・16日・23日・30日

〔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】
　5月25日
【水曜日コース：18時～19時】
　5月27日
【土曜日コース：17時～18時】
　5月30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】

申込・問／グリーンピア岩沼　☎25-5122　（月～金：9時～17時）

森のプール「5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。当日申込可、申
込期限はありません。

〇グリーンピア森の散策会
　5月7日㈭　ピアサンの日
　　　　　　（里山保護活動）
　5月10日㈰　スミレ観察会
　5月13日㈬・22日㈮　定例散策
　◆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
　5月24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）

〇ノルディックウォークいわぬま
　5�月11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
　※無料貸し出しポールあります。

	 	里山散策日		

私たちは toto 助成を
受けています。

	 	里山散策日		
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民謡サークル会員募集
日にち／毎月第1・2・3火曜日（5月は12、19、26日）
時間／19時～21時　場所／玉浦公民館　小会議室
入会金／5,000円（民謡資料代含む）　月会費／3,000円
指導／民謡あぶくま会 会主 ビクター専属　佐藤 登喜雄
問／大沼（☎022-246-6353）
 

岩沼ママ大集合！託児付！にこまむフィットネス
～ひめトレ＆簡単エアロビクス編～

日にち／5月31日㈰　場所／グリーンピア岩沼 体育館2階 ダンスルーム
内容／10時10分～10時40分　ひめトレ、10時50分～11時30分　簡単エアロビクス
参加費／1レッスン500円（施設使用料含む）
託児／年齢制限なし　主催／にこまむ仙南
※詳しくは〈にこまむblog〉をご覧ください。
問／関本（☎050-3479-1169　 nicomamsennan@gmail.com）
 

岩沼おやこ劇場　会員募集
“二度と来ない大切な子ども時代にわくわく・ドキドキしようよ”
　さまざまなジャンルの優れた舞台を親子で一緒に観たり（年間3・4
回プロの演劇などの舞台鑑賞をします）、キャンプやお祭り、講演会な
どの活動を通して親も子も育ちあえることを目指しています。
会費／入会金200円　月会費／1,300円（4才以上）
申込・問／岩沼おやこ劇場　木村（ 080-1812-4361）
 

あなたの心に寄りそう　傾聴サロン
　誰かとゆっくり話がしたい、悩みを聞いてほしいなど、どなたでも。
　心の内を話に来ませんか。当会のカウンセラーが対応します。
日時／5月20日㈬（毎月第3水曜日）10時～15時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）無料。要予約。
問／NPO法人仙台傾聴の会　森山（ 090-6253-5640）
 

平成27年度　やまぼうしサロンご案内
　年齢・男女問わず参加可能です。参加してみませんか。
　気軽にお問い合わせください。
①うんどうサロン（健康チェックあり）
　日時／第1・3水曜日　13時30分～15時　利用料金／500円
②お茶飲みサロン（健康チェックあり）
　日時／第2・4火曜日　10時～11時30分　利用料金／500円
③お料理サロン（脳トレ・レク活動あり）
　日時／第1・3火曜日、第2・4土曜日　10時～15時　利用料金／2,300円（昼食代含む）
④カラオケサロン
　日時／第2・4木曜日　10時30分～12時00分　利用料金／1,500円（講師代含む）
問／やまぼうし（☎23-2672）
 

東北大学無料法律相談所
　毎週土曜日に仙台市の東北大学にて民事一般についての無料法律相
談を開催しています。事前に電話で相談内容をお聞きし、当日回答す
る形式となります。（受入可能件数を超過した場合はお断りさせてい
ただく場合もあります。）
期間／4月4日～7月11日　毎週土曜日（ただし5月2日、6月27日を除く）
時間／13時～14時30分
電話受付／平日（祝日を除く）10時30分～14時30分
問／東北大学無料相談所（☎022-795-6243）
 

第55回宮城県母親大会in岩沼
日時／6月14日㈰　9時～16時（9時～12時（分科会） 13時～16時（記念講演））
場所／市民会館・中央公民館・ あいプラザ
記念講演／「歴史に学び、未来を志向する日本国憲法」（市民会館 大ホール）
講師／八法亭みややっこさん、飯田 美弥子弁護士
参加費／700円（高校生以下無料・託児（1才から）おやつ代300円）
主催／第55回宮城県母親大会実行委員会・岩沼母親大会実行委員会
問／県実行委員会（☎・ 022-219-2693）、渡辺（ 090-5234-5461）
 
東海大学吹奏楽研究会「復興祈念コンサート」開催のご案内
　全日本吹奏楽コンクール（大学の部）において3年連続金賞を受賞し
ている東海大学吹奏楽研究会の「復興祈念コンサート」が開催されます。
　ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
日時／5月9日㈯　開場17時30分～　開演18時～　場所／市民会館
入場／無料（整理券が必要）※市民会館で整理券を配布しています。
問／東海大学宮城県校友会事務局　加藤・平尾（☎022-392-4620）
 

「岩沼童謡クラブ」受講生募集
　美しい季節の歌「童謡・愛唱歌」を愉しく歌いながら一緒に健康づ
くりしませんか。
練習時間／毎月第1・3火曜日　10時～12時（月2回）

（初回は5月19日㈫です）※いつでも入会できます。
場所／西公民館　講師／古積 郁子、森 明子（仙台オペラ協力演奏部所属）
問／津田（☎22-1441）

健康体操してみませんか　「どんぐり」会員募集
　楽しみながら体力作りをしませんか。
日時／原則　毎週月曜日10時～11時（月4回）
場所／グリーンピア岩沼 体育館　会費／月1,500円
持ち物／上靴、飲み物、タオル　問／砂金（☎22-6472）
 

第8回岩沼市グランドシニアゴルフ大会
日時／5月25日㈪　8時30分集合
主催／岩沼市グランドシニアゴルフ大会実行委員会
場所／仙台空港カントリークラブ
参加資格／岩沼市民で男性70歳以上、女性60歳以上
参加費／2,000円　※5月11日㈪までに申し込みください。
申込・問／岩沼市老人クラブ連合会事務局（☎29-3711）
 
「ウィンドアンサンブルブレーメン　初めましてコンサート」
　昨年11月に発足しました少人数の吹奏楽団「ウィンドアンサンブル
ブレーメン」が設立半年を期に、皆さまへのごあいさつも兼ねて初め
ましてコンサートを開催します。
　約1時間のミニコンサートですのでお誘い合わせの上、気軽にお越
しください。
　小さなお子様も大歓迎。皆さまのご来場をお待ちしています。
日時／5月31日㈰　開場13時30分～、開演14時～
場所／市民会館 中ホール　入場料／無料
問／佐藤（ 080-3336-7050）
 

生け花池坊眞月会　会員募集
日時／6～8月の第1、3火曜日　10時～12時
場所／旧勤労青少年ホーム　会費／講習料無料・花代1,100円
講師／いけ花池坊家元教授　渡辺眞月
申込／渡辺（☎22-4767　 090-5592-3898）
 

“一心館合氣道教室”会員募集
　合氣道は、攻撃を目的とせず、争わずに相手を制する武道です。
　優しい性格のお子様や、幼児、女性、中高年の方にも無理なく安心
して続けることが出来ます。『力に頼らない武道』の稽古は、心の準備
や集中力の大切さを自然に気付かせ、礼儀正しさが身に付きます。
　明るく楽しい雰囲気の中で、丁寧にご指導させていただきます。
　ぜひこの機会に合氣道を体験してみませんか。
①場所／里の杜集会所
　日時／ 毎週水曜日　子供クラス／18時～（60分）、女性クラス／19時～（90分）
②場所／岩沼中学校柔道場
　日時／ 毎週土曜日　子供クラス／18時～（60分）、一般クラス／19時～（90分）
③場所／農村環境改善センター
　日時／ 第1または第2土曜日　子供クラス／17時30分～（60分）、一

般クラス／19時（90分）
　　　　※ 対象　子供クラス　4歳から小中学生、一般クラス　中学

生以上の男女、女性クラス　中学生以上の方
④場所／岩沼中学校柔道場
　日時／ 毎月　第1または第2火曜日　マンスリークラス／19時（90分）
　　　　※要予約
　　　　※対象　中学生以上の男女（月1回の稽古です）
問／及川（ 090-3754-5243　 info@isshinkan.org）
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ハートフル10周年記念コンサート

日時／5月17日㈰　開場13時30分～　開演14時～
場所／市民会館 大ホール（入場無料）
出演／MACHIKO・iハーモニー（コール・さくら、コール・ローゼン、

コール・まどか）
賛助出演／ハートフル・サゥンズ（ハーモニカアンサンブル）
問／大槻（☎24-1169）
 
	 1.“おはよう太極拳”始めました
　今年も4月から“おはよう太極拳”を始めました。朝のひとときに
快い時間を過ごしましょう。
会場／竹駒神社　日時／4月～9月の毎週土曜日、6時30分～
	 2.会員募集のお知らせ
　岩沼市太極拳協会では会員を募集します。美しい太極拳を目指して
練習しています。気軽にのぞいてみてください。
練習日時／火曜日　13時30分～15時30分（市民会館）
　　　　　　　　　19時00分～21時00分（市民会館）
　　　　　金曜日　13時30分～15時30分（土ケ崎集会所）
　　　　　土曜日　 9時30分～11時30分（勤労者活動センター）
問／加茂（☎24-6259）
 

歩いて暮らせるまちづくりネット
　市民ギャラリーをやっています。市民ギャラリーは、市民の交流の
場です。作品の展示、販売ができます。気軽にご利用ください。
　5月の展示は、「創作人形展」です。
場所／猪股時計店　10時～17時（水曜日定休）
問／まちづくりネット　及川（☎・ 24-4090）

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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