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。

グリーンピア岩沼の運動教室について

★グリーンピア岩沼の運動教室は、お休みしても受講料を損しない参加券制です。
★運動教室への参加1回につき1枚の参加券をプール棟受け付けに提出してください。
★参加券は、プール棟受け付けにて1枚につき一般（65歳以上を含む）500円、高校生以下（未就学児童を含む）
700円で交付しています。
★運動教室に参加する場合は、参加券のほか、施設使用料が必要です。
★運動制限のある方は、運動教室に参加できません。

森のプール「6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。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。
〔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】

森のプール「親子水泳教室」

親子の絆を深めながら、お子さんの水慣れと水の
事故を防止する基礎知識を学べます。
日時／毎週月曜日 15時30分～16時15分
6月8日・15日・22日・29日・7月6日（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ
金野 真奈美さん、山舘 実佳さん
対象者／オムツが取れた小学2年生以下のお子さんと
その保護者（定員15組）
申込期間／6月1日㈪～定員になり次第受け付け終了
申込方法／プール棟受け付けにて直接（電話予約可）

〔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】

体育館「スモールボールで健幸教室」
小型のバランスボールを使用したストレッチと筋力
トレーニングの方法をご紹介します。

日時／毎週水曜日 10時15分～11時30分
6月10日・17日・24日
7月1日・8日（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ 石垣 寿大さん
対象者／成人の方（定員30人）
申込期間／6月1日㈪～定員になり次第受け付け終了
申込方法／プール棟受け付けにて直接（電話予約可）

トレーニングルーム「ストレッチヨーガ教室」

心をリラックスさせるストレッチや筋肉と神経のバランスを整えるヨーガポーズをご紹介します。
日時／毎週火曜日 10時15分～11時30分 6月16日・23日・30日・7月7日・14日（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ 山舘 実佳さん 対象者／成人の方（定員8人）
申込期間／6月1日㈪～定員になり次第受け付け終了
申込方法／プール棟受け付けにて直接（電話予約可）
※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。

里山散策日
〇グリーンピア森の散策会
6月3日㈬ ピアサンの日
（里山保護活動）
6月10日㈬・26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
6月28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
6月8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。

申込・問／グリーンピア岩沼 ☎25-5122 （月～金：9時～17時）
広報いわぬま2015.6月号

16

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
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
（
22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
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
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
〒989-2480
桜1丁目6-20 さわやか市政推進課広報係
【掲載できない主なもの】
（①政治
22-2143
kouhou@city.iwanuma.miyagi.jp）
へ。
・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
※提出された原稿が掲載できない場合もあります。
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）
3B体操ふじの会

会員募集

用具（ボール・ベル・ベルター）を使用した健康体操です。
日時／毎月第1・2・4月曜日（計3回） 10時～11時30分
場所／旧勤労青少年ホーム 会費／月2,000円
問／長田（☎22-1128）



子育て応援「親子で聞けるワクワク講演会」

「7カ国語で話そう」のヒッポファミリークラブが、いろいろ
なことばを自然に習得していく中で見つけたことばの面白さと
豊かさについて分かりやすくお話しします。
日時／6月12日㈮ 10時30分～12時、6月14日㈰ 14時～16時
場所／名取市文化会館 入場料／無料（要申し込み）
対象／0歳から小学生までの親子（大人一人での参加も可）
後援／岩沼市・岩沼市教育委員会・名取市・名取市教育委員会
申込・問／言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
（☎0120-557-761）※平日9時～17時30分に電話申し込み可。



第22回岩沼ギターサークルアミーゴ 定期演奏会

日時／6月7日㈰ 14時～16時
場所／市民会館 大ホール 入場料／無料
曲目／コーヒールンバ、いつでも夢を、高校三年生、ほか多数
問／村上（☎23-5447）



空手道秀練会

会員募集（見学自由）

健康と体力維持、護身のため空手を始めてみませんか。年齢
と体力に応じた稽古をして爽やかな汗を流しています。
日時／毎週火・木曜日 19時～21時、毎週土曜日 14時～17時
場所／旧勤労青少年ホーム（火・木曜日）
、
岩沼西小体育館（土曜日）
会費／月2,500円
対象／小学生以上の男女（大人、壮年の方もOKです）
問／村上（☎23-5447）



第34回「全国親の会」 仙台大会

不登校・ひきこもり・ニート・家庭内暴力・摂食障害など子どもの
問題や子育てでお悩みの方、一人で悩まないで一緒に考えましょう。
日時／6月28日㈰ 10時30分～16時15分
場所／日立システムズホール仙台 参加費／無料
内容／第1部 体験談と質疑応答、
第2部 自律訓練法とグループディスカッション
講師／金盛浦子氏（東京心理教育研究所所長・臨床心理士）
定員／350人 ※第1部のみ保育あり 要申し込み。
申込・問／NPO法人SEPY（セピィ）倶楽部
03-5940-4030）
千葉（☎03-3942-5006
※電話での申し込みは、月～土曜日10時30分～15時。
子どもの問題を考える会仙台
022-392-4931）
庄子（ 090-2790-6107



暴力団問題など 無料出張相談所の開設
～相談無料、秘密厳守、予約不要、安心してご相談を～

民事介入暴力担当弁護士や警察官が暴力団問題（架空請求や
ヤミ金融など）に関する困りごと相談に応じます。
日時／平成27年6月24日㈬ 13時～16時
場所／大河原町駅前コミュニティセンター（オーガ）2階研修室
問／公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター（☎022-215-5050）
宮城県警察本部暴力団対策課（☎022-222-8930）



朝日山探鳥会

日時／6月28日㈰ 9時～11時30分ごろ 参加費／無料
場所／朝日山公園（朝日山公園第一広場駐車場集合）
持ち物／観察用具（双眼鏡、図鑑など）、筆記用具
問／赤津（☎23-2106）
※観察用具を持たない方も気軽にご参加ください。



岩沼市食生活改善推進員協議会の伝達講習会を開催

日時／6月8日㈪ 10時～13時ごろ
場所／保健センター2階 調理室 会長／大内亮子
持ち物／米0.5合、エプロン、三角巾、筆記用具
定員／20人程度（先着順）締切／6月4日㈭
申込・問／佐藤（☎・ 23-3533）



会員募集！西少剣（にししょうけん）で剣道をやろう！

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 会費／入会費1,000円、月会費2,000円
対象／園児・小学生の男女、大人のリバイバル剣士も大歓迎
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）
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スマイルコレクション開催

ベビーマッサージ、手作りパンや手作り雑貨の販売など、岩沼
在住のママたちが主催するイベントです。ぜひご来場ください。
日時／6月4日㈭ 10時～14時
場所／たけくま集会所 入場料／無料
問／一條（☎31-0410）



いわぬまあそび場の会

会員募集

楊名時健康太極拳協会

会員募集

「里の杜あそび場」の遊びのお手伝いです。たくさんの子ども
たちと触れ合ってみませんか。都合の良い時間帯だけでも可。
日時／毎月第2・4水曜日14時30分～16時30分、
第4日曜日10時～16時
場所／里の杜中央公園
定例打ち合わせ／毎月第2火曜日 13時30分～
（ あいプラザ小会議室）
申込・問／箕笹（ 090-3755-4496）



私たちの太極拳は自分自身の体に呼吸と心を結び付けて行う
ゆっくりとした運動です。年齢に関係なく誰でも参加できます。
日時／毎週火曜日 9時～12時（市民会館中ホール）、
毎週木曜日19時～21時（相の原老人憩いの家）
講師／松浦敏夫さん
問／玉田（☎22-1478）



親子で遊びにおいでよ!

日時／毎月第1・3水曜日（6月は3日、17日） 10時30分～12時
場所／北部地区老人憩いの家（北児童センター併設）
会費／900円（会情報紙月4回含む）
内容／赤ちゃん体操、絵本、手遊びなど（飲み物・バスタオル
持参、動きやすい服装で） 主催／新日本婦人の会・岩沼支部
申込・問／橋元（ 080-6001-3823）
・渡辺（ 090-5234-5461）



スポーツ教室参加者募集

<6月スタート教室>
◆キッズ野球教室（小学1～3年生対象）
日時／毎週水曜日 16時～18時（朝日山野球場ほか）
◆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年生対象）
日時／①毎週木曜日16時15分～17時15分（市民体育センター）
②毎週金曜日16時30分～17時45分（市民体育センター）
◆ミニバス教室（小学生対象）
日時／毎週水曜日 16時30分～18時（岩沼南小）
◆ボクササイズ教室（中学生以上対象）
日時／毎週火曜日 19時30分～21時（岩沼小）
<継続教室>
◆わいわいシニアスポーツ教室（50歳以上対象）
日時／毎週木曜日 10時～12時（体育センターほか）
◆エアロビクス教室（中学生以上対象）
日時／毎週月曜日 10時～11時30分（体育センター）
◆ヨガ教室（中学生以上対象）
日時／（日中）毎週木曜日 10時～11時30分（市民会館ほか）
（夜間）毎週木曜日 19時30分～21時（岩沼中ほか）
◆メラメラダンス教室（中学生以上対象）
日時／毎週金曜日 19時30分～21時（岩沼小ほか）
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）



環境改善活動

スタッフ募集

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3月までの年間回収実績はドラム缶で65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）



あぶくま剣友会

会員募集

剣道を通して礼儀作法や気力・忍耐力などの自主性を養います。
対象／幼・小・中学生
日時・場所／毎週月・水曜日18時30分～20時30分 岩沼小学校
体育館 第2・4土曜日18時～20時 玉浦小学校体育館
申込・問／酒井（ 090-4479-4311）・新古堂（☎22-2238）

