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「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。
〔小学3年～中学3年生対象〕
〔成人対象〕
●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16時45分】
◎小中学生上級水泳教室
●初心者水泳教室
●平泳ぎ教室
【月曜日コース：18時～19時】
【水曜日コース：19時～20時】
【土曜日：15時～15時45分】
【水曜日コース：18時～19時】
【金曜日コース：11時～12時】
●バタフライ教室
【土曜日コース：17時～18時】
●成人水泳教室
【金曜日：16時～16時45分】
【月曜日コース：14時～15時】
【木曜日コース：14時～15時】
〔小学3年～6年生対象〕
1月5日 ㈫ ま で は 年
【木曜夜コース：19時～20時】
◎小学生水泳教室
末・年始の休館など
【土曜日コース：10時30分～11時30分】
の た め、1月11日 ㈪
【月曜日コース：17時～18時】
は祝日のため水泳教
●クロール教室
【水曜日コース：17時～18時】
室はお休みです。
【木曜日：10時30分～11時15分】
【木曜日コース：17時～18時】
【土曜日コース：16時～17時】

トレーニングルーム
「健康体力作り教室」

里山散策日

身体の柔軟性や筋肉量などを分析しながら、自分に最
適なトレーニングメニューを作成できます。

●グリーンピア森の散策会
1月22日(金) 定例散策
◆10時～12時
◆食菜館ひまわり前集合

日時／毎週火曜日 10時15分～11時30分
1月19日・26日・2月2日・9日・16日（全5回）
講師／㈱フクシ・エンタープライズ
枡公彦さん、遠藤和徳さん
対象者／成人の方
申込期限／2月16日㈫
申込方法／プール棟受け付けにて直接（当日申し込み可）
※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。
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●森のサポーター
1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）

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

総合体育館1月行事予定
5 日㈫ ( 全館 )
施設設備点検日

17 日㈰
2016 岩沼市民インドアソフトテニス大会

9 日㈯、10 日㈰
18 日㈪ ( 全館 ) 施設保守修繕日
第 31 回県南支部中学生・高校生バドミントン選手権大会 23 日㈯、24 日㈰、25 日㈪
平成 27 年度宮城県高等学校バレーボール競技新人大会
16 日㈯ みやぎジュニアトップアスリート
アカデミージュニアアスリートプログラム
31 日㈰ ( メイン・サブ ) 市民開放デー
※詳しくは、当館発行の行事予定表、または市ホームページをご覧ください。
※詳しくは、総合体育館・陸上競技場にお問合せください。
問／総合体育館 ☎ 24-4831 陸上競技場 ☎ 24-1242
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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）

阿武隈川バードウオッチングの参加者募集

岩沼市吹奏楽団 第18回定期演奏会（入場無料）

日時／1月17日㈰ 10時～12時
場所／阿武隈川 集合／旧あぶくま学水館 駐車場
持ち物／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。
参加費／300円
問／いわぬま自然塾 及川（☎24-4090）

英会話同好会

会員募集

実用英会話を勉強しています。参加をお待ちしています。
日時／毎月第2・第4金曜日 19時30分～21時
場所／西公民館 2階 研修室
会費／月2,000円（予定）
講師／Aika Henry先生（23才、女性）
申込・問／角田（☎22-3219）
コスモス

童謡サークル「秋桜」 団員募集

練習日／毎月第1・第3水曜日 10時～12時
練習場所／勤労者活動センター 音楽室（ハナトピア向かい）
※見学（体験）に参加してみませんか
見学日時／1月6日㈬・20日㈬ 10時～
問／米内（ 090-2277-7833）

今回も内容盛りだくさんの楽しい演奏をお送りします。
団員一同、皆さまのご来場を心よりお待ちしています。
お子様も大歓迎ですのでご一緒にどうぞ。
日時／2月7日㈰ 開場：13時30分、開演：14時
場所／市民会館 大ホール
曲目／天国の島、美女と野獣、マンマ・ミーア！他
整理券／全席自由。市民会館にて配布（当日券あり）
問／定期演奏会実行委員（ iwasui.iwanuma@gmail.com）

第36回岩沼市公民館まつり時の
「お弁当販売業者」の募集

日時／2月20日㈯、21日㈰の2日間
販売内容／弁当やおにぎりなどの軽食
販売場所／市民会館 1階 和室
申込期間／1月5日㈫～8日㈮
」
※申込時に「販売メニューと種類ごとの販売額（税込み）
をご提示ください。なお、申し込み多数の場合は抽選と
なります。
申込／岩沼市公民館まつり実行委員会事務局
23-3451）
（市民会館内☎23-3434

ハナトピア岩沼体験講座
講座名

生活雑貨ペイント

✿ウェルカムボード
…ハートの木工ボ
ードにステンシル
やデコパージュを
してウェルカムボ
内 容 ードを仕上げてい
きます。初心者の
方も楽しく仕上げ
られます。

日

時

場

所

1月15日㈮
9:30～12:30

フラワーアレンジ
講座

✿ドレス型の生花
アレンジメント
…ドレス型 の 花 器
に生 花 をたっぷり
使用して、フラワー
ドレスを作ります。

1月18日㈪
13:30～15:00

お菓子教室

バレンタイン
お菓子教室

日本料理（1 月）

日本料理（2 月）

✿カプチーノロール ✿モカマフィンケ ✿ 魚 の 粕 漬 け、 ✿ 細 工 梅 型 寿 司、
…カプチーノ風味 ーキ（チョコがけ） 蟹・菊菜・干し柿 蓮根蒸し、海老真
のロールケーキ。 …コーヒー味のマ の白和え、牡蠣御 丈のお吸い物
フィンケーキ。
飯、粕汁
… 3 月は雛 の 節 句
… 酒粕を使って体 がやってきます。供
✿ベーコンエピ
…ベーコンが入った ✿チョコロールパン が温まるお料理を え物にもいい華や
麦の穂の形をした …チョコカスタード つくります。
かなお寿司です。蓮
フランスパン。
根は食物繊維が豊
を練り込んだパン。
富、すりおろして蒸
※上記2つとも1つず
し物にします。
つラッピングします。
1月24日㈰
10:00～13:00

ハナトピア岩沼 研修室第2

2月11日㈭
10:00～13:00

1月30日㈯
10:00～13:30

2月13日㈯
10:00～13:30

ハナトピア岩沼 体験加工室

10人
10人
12人
12人
15人
15人
募 集
（最少催行：1人） （最少催行：1人） （最少催行：2人） （最少催行：2人） （最少催行：5人） （最少催行：5人）
1月7日㈭

1月8日㈮

1月14日㈭

2月1日㈪

1,500円
（材料費含む）

3,500円
（材料費含む）

3,000円
（材料費含む）

3,200円
（材料費含む）

師

曵地 未紀さん

山本 明美さん

只木 満理さん

及川 孝子さん

持ち物

エプロン
筆を洗う容器

ハサミ
セロハンテープ
新聞紙・カッター
ごみを入れる袋

エプロン・タオル・筆記用具

エプロン・三角巾・筆記用具

締

切

参加料
講

1月20日㈬

2月3日㈬

2,500円
（材料費含む）

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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