夢☆あこがれプロジェクト2016

★理科大好きフェスティバルの開催

日時／ 10 月 15 日㈯ 8 時 30 分～ 12 時 20 分
場所／岩沼小学校体育館（駐車場は岩沼小学校校庭）
内容／企業や学校による理科教室（おもしろい理科実験 11ブース）
、
サイエンスショー（予定）
対象／幼児、小・中学生とその保護者（入場無料・参加記念品あり）
※第 11 回岩沼市児童・生徒科学技術作品展の入賞作品も展示します。

★第 11 回岩沼市児童・生徒科学技術作品展

▲昨年の様子

理科の自由研究や工作を展示します。入場無料で自由に見学できます。
日時／ 10 月 5 日㈬～ 13 日㈭（最終日は正午まで）
場所／市民図書館 2 階 展示スペース
問／学校教育課（☎内線 562）

がち

婚活イベント「岩 コ ン 」 を開催
岩沼市商工会青年部では、独身男女が出会いパートナーを探すきっかけ作りのお手伝いとし
て、今年 6 月に引き続いて「岩コン」を開催します。
日時／ 11 月 6 日㈰ 10 時 30 分集合（15 時終了予定）
場所／市内（参加者に直接ご案内します）
参加資格／独身で 25 ～ 45 歳までの男女（男性は岩沼市在住・在勤の方）
定員／男女各 20 人
で検索して特設サイト（Facebook ページ）をご
※参加費用・詳細・申し込みは、 岩コン
覧ください。
問／岩沼市商工会（☎ 22-2526
iwanuma.machikon@gmail.com）

サツマイモ取り放題！
収穫＆料理教室参加者募集！
収穫後、サツマイモを使った料理を作ります。
収穫したサツマイモはお持ち帰りいただけます。
日時／ 10 月 30 日㈰ 9 時～ 13 時
※雨 天の場合、11 時より料理教室のみ開催し、
収穫は 11 月 6 日㈰に延期。
場所／ハナトピア岩沼
対象／市内の小学生（要保護者同伴）
参加費／ 1,000 円（小学生 1 人）
申込 方法／官製はがき 1 枚を持参の上、ハナト
ピア岩沼へ申し込みください（受付時間 9 時
～ 17 時、電話申し込み不可）
定員／小学生 20 人
※申し込み多数の場合は抽選。
締切／ 10 月 17 日㈪ 12 時まで
主催／岩沼市農村青少年クラブ連絡協議会
問／農政課（☎内線 313）

空の日

仙台空港祭 2016

9月20日の
「空の日」
に合わせ、
空港をより身近
に感じていただくように、
さまざまなイベントが開
催されます。
皆さんのご来場をお待ちしています。
日時／10月9日㈰ 9時30分～16時
（旅客ターミナルビルほか）
場所／仙台空港
内容／特設ステージイベント、
空港で活躍する車
展示コーナー、
航空教室、
子供制服試着・撮影会
ほか
※駐車場はありませんので、 バ
スや臨空循環バスなどの公共交
通機関をご利用ください。
問／仙台国際空港株式会社
（☎ 022-383-4301）
国土交通省東京航空局仙台空港
事務所
（☎ 022-383-1211） 当日は岩沼係長も空
港祭に出張します！
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凡例

HP

Eメールアドレス
ホームページ

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）

高次脳機能障害者セミナー In 岩沼

日時／11月26日㈯ 13時30分～16時
場所／総合福祉センター（ あいプラザ）2階大会議室
講演／南東北病院精神内科医 佐藤 滋 氏
申込・問／相原（ 090-7666-9442）



傾聴カフェ 参加者募集

傾聴カフェでは、音楽療法を組み込んだ企画を行っていま
す。認知予防にもなる歌を歌うこと。一緒に楽しく歌いませ
んか。どなたでも申し込み不要で参加できます。
日時／10月26日㈬ 10時～11時30分
場所／玉浦公民館 大会議室 会費／無料
主催／NPO法人仙台傾聴の会
問／森山（ 090-6253-5640）



さろん・ここほっと開催

体と心の緊張やストレスを和らげる、ぷるぷる体操を行い
ます。ぜひ、ご参加ください。
日時／10月11日㈫ 13時30分～15時30分
場所／桑原集会所 参加費／200円（お茶菓子代）
申込・問／沼田（ 090-2020-5602）



キッズヒップホップクラブ会員募集

10月から毎週月曜日に新しくHIPHOPダンス教室を始めます。
練習日／毎週月曜日 場所／たけくま集会所
◆初級コース（4歳～小学2年生）
時間／17時15分～18時15分 会費／月2,500円
◆初中級コース（小学3年生～中学3年生）
時間／18時30分～19時45分 会費／月3,000円
◆10月3日、17日、24日、31日のみ
対象／4歳～中学3年生 時間／17時30分～18時30分
参加費／1回500円
申込・問／岩沼ストリートダンスクラブ 村上
（ 080-1809-4146
iwanumadance@gmail.com）



第4回復興支援ハートプロジェクト「灯のみち」

市内の小学生に描いてもらった行灯を灯します。篠笛演奏
も行われます。
日時／10月9日㈰、10日㈪㈷ いずれも13時～21時
場所／竹駒神社 参道 ※行灯点灯は18時から。
endo@display.co.jp）
問／事務局 遠藤（☎022-356-6780



朝日山探鳥会

日時／10月23日㈰ 9時集合、11時30分ごろ解散
集合場所／朝日山公園第一広場駐車場 参加費／無料
持ち物／観察用具（双眼鏡・図鑑など）
、筆記用具
※観察用具のない方も、気軽にご参加ください。
問／赤津（☎23-2106）

青少年健全育成チャリティフリーマーケット参加者募集

日時／10月29日㈯ 10時～15時（雨天中止）
場所／ハナトピア岩沼内
出展料／青少年健全育成チャリティ資金として2,000円
（1区画2坪位予定）
申込締切／10月12日㈬（ハガキまたはファクスでお申し
込みください）
※業者・プロの方は出展できません。15歳以下のお子さんが
出展される場合は、保護者同伴でお願いします。
申込・問／岩沼ライオンズクラブ事務局
（☎22-5091
080-5229-6602
22-5134
火～木10時～13時 大手町4-10）



ウィンドアンサンブルブレーメン
企画コンサートVol.2「吹奏楽で運動会」

運動会で必ず耳にする曲をお楽しみいただくコンサートを
開催します。
日時／10月30日㈰ 13時45分開場、14時開演
場所／勤労者活動センター 多目的ホール
入場料／無料 対象／どなたでも
※車で来場の際は、ハナトピア岩沼の駐車場をご利用ください。
問／佐藤（ 080-3336-7050
web.iwanuma@gmail.com）



岩沼市吹奏楽団 第19回定期演奏会

小さなお子さんも大歓迎です。団員一同、皆さまのご来場
を心よりお待ちしております（全席自由）
。
日時／10月16日㈰ 13時30分開場、14時開演
場所／市民会館 大ホール 入場料／無料
※入場整理券を市民会館にて配布しています（当日券有）
。
問／演奏会事務局 髙橋（ iwasui.iwanuma@gmail.com）



第11回グランドシニアゴルフ大会

日時／10月26日㈬ 8時40分集合
場所／仙台空港カントリークラブ
対象／70歳以上の男性、60歳以上の女性
申込締切／10月10日㈪㈷ 参加費／2,000円
主催／グランドシニアゴルフ大会実行委員会
申込・問／岩沼市老人クラブ連合会（☎29-3711）



防災グッズなどの展示会開催

東日本大震災からの復興を支援するために防災グッズなど
を安価でお譲りします。
日時／10月3日㈪～9日㈰ 10時～17時
場所／下野郷字舘外239（矢野目簡易郵便局後ろ）
問／三村（ 090-5590-6921）

リサイクル情報コーナー

家で眠っているモノ、捨てるにはもったいないモノ、生かしてみませんか？
※10月11日㈫

ゆずり
あい

8時30分から電話にて受け付けします。

○譲ります 〔

〕は希望価格

●電動自転車（バッテリー・充電器付き、４年前購入・１年間使用、タイヤ・モーター交換済）
〔5万円程度〕●柔道着（170cm程度、新
品同様）
〔無料〕●ベッド（マットレス付き、ダブル、3年使用）
〔応相談〕●ソファー（2年使用）
〔無料〕●植木（6本程度、50cm程度）
〔無
料〕●ベビーチェア（木製、3年使用）
〔応相談〕●電位マット（サイズ32×160、数回使用）
〔格安〕●柔道着（中古、Lサイズ）
〔応相談〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●西中男子制服（ブレザー、170cm）〔応相談〕●自転車（26～27インチ）〔無料〕●電子ピアノ（88鍵盤）〔3,000円〕●布
団一式（敷布団、掛布団、毛布）
〔無料〕●こたつテーブル（1人用）
〔無料〕●シングルベッド〔無料〕●糸つむぎ機（毛糸）（大
きさ・型式問わず）
〔応相談〕●使い古しのタオル類（フェイスタオル、バスタオル、シーツなど）
〔無料〕※工房あすなろ（☎
内線787、水曜日を除く平日の9時～16時30分）に直接ご連絡ください。

掲載申込・問／生活環境課（☎内線333・335）
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