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子育て応援者養成講座を開講します
小さなお子さんやその家族を、地域の皆さんで見守り支援する「子育て応援者」を目指す方のための講座で
す。全講座を修了すると、ファミリー・サポート・センター協力会員の登録が可能となります。保育士などの
資格の有無は問いません。お好きな講座のみを選んで受講することもできます。
会場／岩沼みなみプラザなど 対象／子育て支援や子どもの預かり活動に興味のある市民
受講料／無料 定員／各講座 20 人程度 ※協力会員として活動する方に限り、託児の対応をします。
申込締切／ 6 月 15 日㈬（選択講座のみ受講する方は各講座の 3 日前まで）
平成28年度子育て応援者養成講座
日 程
6月20日㈪

時

日程表

間

講座名

10時30分～11時20分 子育て支援に関わる心がまえ

6月22日㈬

13時～15時

6月24日㈮

9時30分～11時30分

6月29日㈬

10時～12時

6月30日㈭
7月 4日㈪
7月 6日㈬

9時30分～10時30分

子どものかかりやすい病気とその対応
ファミリー・サポート・センターについて
遊びと製作
子どもの育ちと食について

10時40分～11時40分 子どもの健康と発達について
9時30分～11時30分

子どもの救急法

9時30分～10時30分

子どもの生活と遊びについて～子どもの日常～

10時40分～11時40分 子育て支援について（総論）

7月 7日㈭

9時30分～11時30分

保護者とのコミュニケーション

7月12日㈫

10時～11時30分

預かり保育のポイント

7月13日㈬

10時～11時

地域子育て支援の実際

※このほかに、市内子育て支援事業・保育所（園）などにて、子育て支援関係実習（2日間）を行います。

申込・問／子育て支援センター（☎ 36-8762）
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はじめましてのWelcomeサロン

乳幼児保健講座を開催します

お子さんと一緒に行ける場所や生活に必要
な施設の紹介をしつつ、楽しくおしゃべりし
ながらママたちの交流をお手伝いします。申
し込みは不要です。
日時／ 6 月 17 日㈮ 10 時～ 11 時 30 分
場所／岩沼みなみプラザ 集会室
対象／岩沼市へ転入してきておおむね 2 年の
乳幼児親子
持ち物／お子さんのおや
つ・飲み物
問／子育て支援センター
（☎ 36-8762）

子どもによくある病気について、小児科の先生を講師
にお迎えしてわかりやすく説明していただきます。
日時／ 6 月 22 日㈬ 10 時～（受付：9 時 30 分～）
場所／保健センター
テーマ／「乳幼児健診でよくきく疾患～教えて！いたの
先生！」
講師／いたのこどもクリニック 院長 板野 正敬 氏
対象／市民（どなたでも参加できます）
参加費／無料
※託児はありません。会場内で遊べるスペースを用意し
ます。
問／健康増進課（☎内線 347 ～ 349）

子育て
支 援

行事

実施日時

対象者

内容

親子ふれあい広場
（東児童館）

6 月 29 日㈬
10 時～ 11 時 30 分

乳幼児とその家族

○あそびの提供、
絵本の読み聞かせ、
リズム製作あそびなど
○子育て相談

絵本のひろば
（楽々公園）

6 月 30 日㈭
10 時～ 11 時 30 分

どなたでも

〇おはなしパフォーマンス、しかけ絵本の紹介

問／子育て支援センター（☎36-8762）
、岩沼保育園 地域子育て支援センター（☎24-1358）
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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。

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）

第23回岩沼ギターサークルアミーゴ

定期演奏会

日時／6月5日㈰ 14時～16時 場所／市民会館 大ホール
入 場 料 ／ 無 料 演 奏 曲 目 ／ コ ー ヒ ー ル ン バ、 明 日 が あ る さ、
ロマーナの祈り ほか多数 問／村上（☎23-5447）


小出裕章



講演会

日時／6月10日㈮ 18時30分～20時30分（開場：18時）
場所／市民会館 中ホール 入場料／500円（資料代）
講師／元京都大学原子炉実験所助教 小出裕章氏
演題／「あれから5年 私たちの選択」～福島原発の今をみつめて～
主催／小出裕章講演会いわぬま実行委員会（代表・宍戸洋）
問／大友（ 090-4882-3259）


30周年記念

吉村流チャリティー舞踊発表会

日時／6月12日㈰ 正午開場 12時30分開演
場所／市民会館 大ホール 入場料／1,000円
主催／吉村流 若草会 後援／岩沼市文化協会
問／佐藤（☎24-4559）


講演「安保法制」って何？？

日時／6月19日㈰ 14時～15時30分
講師／草場裕之弁護士 場所／土ケ崎集会所2階 大ホール
問／岩沼女性9条の会 今野（☎24-3501）


岩沼市太極拳協会創立30周年記念

太極拳表演会

日時／6月26日㈰ 10時～11時30分 場所／総合体育館
入場料／無料 問／及川（☎24-4090）


父の日特別企画 パパも一緒に<にこまむフィットネス>
～カラダトトノエ体操＆ボクササイズ編～

日時／6月26日㈰ 10時10分～10時40分：カラダトトノエ体
操、10時45分～11時20分：ボクササイズ
場所／市民体育センター
参加費／1レッスン500円（施設使用料込み）
託児／年齢制限なし 主催／にこまむ仙南
申込・問／関本（☎050-3479-1169
info@nicomam.com）
※詳しくは「にこまむblog」をご覧ください。


朝日山探鳥会

日時／6月26日㈰ 9時集合、11時30分ごろ解散
場所／朝日山公園第一広場駐車場 参加費／無料
持ち物など／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）


岩沼市食生活改善推進員協議会

岩沼フラサークル

伝達講習会開催

一緒に健康料理を作り食生活を見直しませんか。
日時／6月13日㈪ 10時～13時30分ごろ（受付：9時30分～）
場所／保健センター2階 調理室 参加費／300円
持ち物／米0.5合・エプロン・三角巾・筆記用具（自宅の味噌汁
持参で塩分測定します） 募集人数／20人程度（先着順）
申込方法／6月9日㈭までに、氏名・地区・電話番号を、電話ま
たはファクスで申し込み
申込・問／大内（☎・ 22-1472）

「弓道教室」開催

日時／7月～8月の毎週水・土曜日 18時～20時30分
場所／竹駒神社境内 射修殿弓道場
対象／中学生以上（男女、初心者・経験者問わず）
受講料／1,000円（資料代）※白足袋は各自で準備してください。
服装／動きやすい服装（上着にポケットやボタンのないもの）
申込・問／竹駒弓道会事務局 猪股（☎23-8839）


西少剣（にししょうけん）で剣道をやろう！

岩沼西少年剣道錬成会（スポーツ少年団）では会員を募集し
ています！一度見学に来てください！
稽古日時／毎週水・土曜日 17時～19時 毎週日曜日 9時～11時
稽古場所／岩沼西小学校 体育館
対象／園児・小学生の男女、大人のリバイバル剣士も大歓迎です！
会費／入会費1,000円（スポーツ保険など）
、月会費2,500円
申込・問／長谷（ 090-2958-0977）


合気道 潜龍会 仙南岩沼道場

会員募集

4歳から大人まで、老若男女誰でもできるようになります。一
度体験してみてください。
日時／毎週金曜日（体育センターの事情で使用できない場合が
ありますので電話で確認してください）
子ども：18時～19時 大人：19時～21時
場所／体育センター 柔道場
問／松坂（ 090-7667-0105）
※合気道 潜龍会のホームページもご覧ください。


女子サッカークラブ会員募集

女子のサッカークラブです。楽しく心地よい汗を流しましょ
う。体験入会もOKです。
対象／①小学生の部、②中学生の部、③大人の部（高校生以上）
日時／毎週日曜日 9時30分～11時30分
場所／岩沼北中学校 入会金／2,000円 月会費／1,000円
申込・問／バンビーナ岩沼女子サッカークラブ
布田（ 090-4883-3229）


無料住宅ローン 相談会

日時／6月18日㈯、26日㈰、7月3日㈰ 9時30分～16時
場所／市民会館
申込方法／電話またはメールで申し込み（完全予約制）
※メールの場合、タイトルに「岩沼住宅ローン相談」
、本文に「希
望日時、氏名、電話番号」を明記してください。
申込・問／NPO法人日本モーゲージプランナーズ協会
info@jmp-a.com）
（☎0120-79-3830

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？
※6月8日㈬

アロアロ会員募集

癒しの音楽に合わせてフラダンスを踊ってみませんか！
練習日時／毎週火曜日 13時30分～15時
場所／旧勤労青少年ホーム 問／大槻（☎24-1169）

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

●剣道用具一式（6年使用）
〔無料〕●名取高校男子制服一式（1年使用、Mサイズ）
〔応相談〕●木製二段ベッド（20年前、良質）
〔無料〕●
仙台東高校男子制服・体操着一式（3年使用、170cm程度）
〔格安〕●ダッフルコート（3年使用、男：紺（Mサイズ）
、男：黒（Lサイズ）
、女：
灰（Mサイズ）
）
〔格安〕●Vネックセーター（3年使用、男：紺（Mサイズ）
）
〔格安〕●剣道着（3年使用、男性用、170～180cm）
〔格安〕●
学習机（20年前）
〔無料〕●植木鉢（20～30個、1回使用）
〔無料〕●西中男子制服一式（3年使用、上着160cm、ズボン73cm、Yシャツ有）
〔無
料〕●西中男子体操着一式（3年使用、170cm）
〔無料〕●西中通学かばん（3年使用）
〔無料〕●コート（新品同様、男：黒（LLサイズ、ひざ丈）
）
〔格安〕●男児着物（新品同様、110cm、羽織付き）
〔無料〕●成人式用草履・バック（新品同様）
〔応相談〕●電動式ベッド（半年使用）
〔無料〕

○譲ってください 〔

〕は希望価格

●自転車（26～27インチ）
〔無料〕●南こばと幼稚園女児制服スカート（120cm）
〔500円〕●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335）
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