施設インフォメーション
市民図書館

☎24-3131
25-1713
二木2-8-1
http://www.iwanumashilib.jp/
休館日／3日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪、28日㈮、31日㈪

今月の特集

○一般書のテーマ
「読書×食欲の秋」
「読書の秋」と「食欲の秋」を一緒に
楽しんでみませんか。
○児童書のテーマ
「ハロウィンのおばけたち」
・「秋ってお
いしいな」
「ハロウィン」や「秋のおいしいもの」
にまつわる絵本や読みものを展示します。

秋のイベントのご案内

秋の読書週間（10月27日㈭～11月9日㈬）に合わ
せ、2階セミナールーム「阿武隈」にて、下記のイベ
ントを開催します。詳しくは、館内で配布のチラシ
やホームページをご覧ください。
○一般向けDVD上映会
日時／10月8日㈯ 14時～16時
上映／「裸の大将放浪記」
（120分）
※どなたでも無料で参加できます。
○初心者向け読み聞かせ講座
日時／10月12日㈬ 13時30分～15時
講師／県図書館職員 参加費／無料
申込 方法／10月11日㈫まで、市民図書館のカウン
ターや電話で申し込み
○第5回 一般向け講演会「戦前の郷土誌にみる岩沼
地方～岩沼市史資料集の編纂作業から～」
日時／10月29日㈯ 10時～11時30分
講師／伊藤 大介（市史編纂室 市史編纂専門員）
※どなたでも無料で参加できます。
○読み聞かせボランティア・ステップアップ講座
「お話への思い～朗読をまじえて～」
日時／11月2日㈬ 10時30分～12時
講師／たかどの ほうこ 氏（児童文学作家）
定員／100人（先着順）
※資料代として、当日500円徴収いたします。
○一般向け朗読会
日時／11月12日㈯ 11時～12時
朗読者／朗読の会「こだま」の皆さん
※どなたでも無料で参加できます。

市民会館

☎23-3450
23-3451
休館日／17日㈪

里の杜1-2-45

いわぬま市民劇団ウィープ第16回定期公演
「広くてすてきな宇宙じゃないか」
日時／10月22日㈯
①15時②19時
23日㈰ ①11時②15時30分
場所／市民会館 中ホール
入場料／一般前売1,000円（当日
1,300円）、中学生以下無料（要
整理券）
※チケットは市民会館にて販売中。
※ペア1,500円、高校生500円
（ローソンチケット限定）。

第30回みんなで歌う第九の会演奏会
～歌い続けて30年～岩沼市民会館30周年記念

日時／11月27日㈰ 14時30分開場、14時開演
出演／みんなで歌う第九の会
仙台フィルハーモニー管弦楽団
指揮：末廣 誠
ソプラノ：今野 沙知恵
アルト：髙山 圭子
テノール：田中 豊輝
バリトン：佐藤 亮
入 場 料 ／ 自 由 席3,000円、
指定席3,500円
※チケットは市民会館にて販売中。

和ごころみらいコンサート in 岩沼
～和と洋の奏でる新しいいぶき～

日時／12月4日㈰ 13時30分開場、14時開演
入場料／全席自由 前売一般2,000
円（当日2,500円）
、前売高校生
以下1,000円（当日1,200円）
チケット購入場所／市民会館・手
芸の店まむ（ヨークベニマル店
内）
・岡文・藤崎・梅屋楽器店・
12 4
岩沼市民会館 大ホール
熊谷楽器店・ローソンチケット
（Lコード：22095）・チケット
ぴ あ（Pコ ー ド：307-282）・
イ ー プ ラ ス（ http://eplus.jp）・ 一 般 社 団 法 人
日本伝統文化振興協会
※文化鑑賞会員割引があります。
～和と洋の奏でる新しいいぶき～

箏と尺八の為に書かれた曲を、
ヴァイオリン、チェロ、ピアノと共に。

和と洋の伝統楽器の融合で生まれる、新しい音楽の息吹をお届けします。

《出演者》

大友 憧山
（尺八）
／関野 由美子
（箏・十七絃）
／山本 高史
（ヴァイオリン）
／高橋 咲子
（チェロ）
／
稲垣 達也
（ピアノ）
／いわぬま児童合唱団

《演奏曲目》

①フライパンの上のキリギリス
⑥リープ ～跳躍～

2016年
入

場

②譚歌

③草笛の頃

④さくらさくら、シャボン玉

⑤秋の曲

⑦証城寺のスケルツォ

月

日
（日）開場13：30／開演14：00

料

▶全席自由
（一
般）2,000円
（当日2,500円）
9月27日
（火）
発売開始
（当日 1,200円）
▶全席自由
（高校生以下） 1,000円
※未就学時の同伴入場はご遠慮下さい。

プレイガイド

【岩沼市】岩沼市民会館
（☎0223-23-3450）
・岡文
（☎0223-22-2021）
・手芸の店まむ
（ヨークベニマル岩沼店）
（☎0223-29-3891）
【仙台市】藤崎
（☎022-222-8475）
・梅屋楽器店
（☎022-222-8475）
・熊谷楽器店
（☎022-223-1086）
【その他】ローソンチケット
（Lコード○○○○○）
・チケットぴあ
（Pコード○○○○○）
・イープラス
（http://eplus.jp）
・
一般社団法人日本伝統文化振興協会
（携帯 080-3338-7666 大友）

主催：岩沼市・岩沼市民会館文化事業協会・TBC東北放送
協力：スタジオ“るねっく”

後援：一般社団法人日本伝統文化振興協会

お問い合わせ：岩沼市民会館（TEL 0223-23-3450）

総合体育館（ビッグアリーナ）

☎24-4831

24-4174

里の杜1-1-1

施設設備点検・保守および修繕日

10月17日㈪および31日㈪は終日、全館利用できません。申請受け付け、鍵の貸し出し・返却などは通常ど
おり行っています。
※貸切予定日や一般開放種目、その他行事予定表など詳しくは、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。右上のQRコードからもご覧いただけます。
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凡例

HP

（ 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。

Eメールアドレス
ホームページ

【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）

グリーンピア岩沼

☎25-5122

25-5132

私たちは toto 助成を
受けています。

北長谷字切通1-1

森のプール「水泳教室」

10月の各水泳教室の開催曜日、時間は9月と同じです。詳しくは、広報いわぬま9月号を
ご覧いただくか、問い合わせください。

10日㈪は、祝日のため水泳教室はお休みです。

体育館「スモールボールで健幸教室」

ストレッチや軽めの筋力トレーニングを行
い、動きにくくなった関節の可動域を広げます。
日 時 ／10月19日 ㈬、26日 ㈬、11月2日 ㈬、9
日㈬、16日㈬、30日㈬、12月7日㈬、14日
㈬（全8回）10時15分～11時15分
講師／㈱フクシ・エンタープライズ
石垣 寿大 氏
対象／成人の方

体育館「バランスボールで健幸教室」

痛みがある関節にも負担をかけず、からだ全体の機
能回復に効果的な運動を行います。
日 時 ／10月21日 ㈮、28日 ㈮、11月4日 ㈮、11日 ㈮、
18日㈮、25日㈮、12月2日㈮、9日㈮（全8回）
13時～14時
講師／㈱フクシ・エンタープライズ 石垣 寿大 氏
対象／成人の方
※運動教室の参加手順については、広報いわぬま9月号
をご覧いただくか、問い合わせください。

森のプール「12周年記念イベント」

元競泳選手による模範泳法や『水泳記録証』がもらえる水泳記録会などで森のプールを楽しめるほか、
ミニ縁日では、スーパーボールすくいやヨーヨー釣りなどが楽しめます。
日時／10月1日㈯ 10時30分～17時
内容／ミニ縁日・模範泳法・水泳記録会・ひとりでできるやさしい水中ウォーキング教室
対象／どなたでも（オムツが取れていないお子さんはプール使用不可）
★当日のプール棟の営業時間は、10時～19時です。（最終入館18時）
★イベントへの参加料は無料ですが施設使用料が必要です。
★イベントで使用する1・2コース以外のコースは通常どおり使用できます。

里山散策
グリーンピア森の散策会
10月5日㈬ 里山保護活動
10月12日㈬、28日㈮ 定例散策
◆いずれも10時～12時 ◆食菜館ひまわり前集合

森のサポーター
10月23日㈰ 散策路案内
◆10時～12時 ◆食菜館ひまわり前集合
◆参加料100円（保険料含む）

ハナトピア岩沼
☎23-4787

24-4887

三色吉字雷神7-1

体験講座（先着順）
講座名
フラワーアレンジ
生活雑貨ペイント
お料理教室
【秋の花材の生花アレンジメント】 【カップケーキキャンドル】
【クリームコロッケ（カニ・コーン）
】
季節の花材をたっぷり使用し、初め キャンドルのカップケーキの上にフ【アボカド＆トマトのサラダ】
ての方でもお楽しみいただける生花 ルーツやホイップ飾りをのせて仕上【フォカッチャ】
内容
のアレンジメントを作ります。
げます。
【パンプキンプリン】
癒しや温かみを感じてみませんか。 クリスマスやお正月にぴったりの
パーティメニューです。
10 月 17 日㈪
10 月 21 日㈮
11 月 6 日㈰
日時
13 時 30 分～ 15 時
9 時 30 分～ 12 時 30 分
10 時～ 13 時
場所

研修室第 2

体験加工室

募集

10 人（最少催行：1 人）

10 人（最少催行：1 人）

12 人（最少催行：4 人）

締切

10 月 7 日㈮

10 月 11 日㈫

10 月 26 日㈬

参加料

3,500 円（材料費含む）

1,500 円（材料費含む）

3,600 円（材料費含む）

講師

山本 明美さん

曵地 未紀さん

只木 満理さん

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にて申し込みください。
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
※先着順で受け付けていますが、締切日を以って参加者を確定し、後日はがきで持ち物などをお知らせします。
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