施設インフォメーション
市民図書館

市民会館

☎24-3131
25-1713
二木2-8-1
http://www.iwanumashilib.jp/
休館日／6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、30日㈭

☎23-3450
23-3451
休館日／20日㈪

今月の特集

日時／6月19日㈰ 13時開場、13時30分開演
客演／諸岡由美子（チェリスト）
映画「おくりびと」「ハウルの動く城」「アナと雪の女王」
の演奏など、多ジャンルで活躍しているアーティストです。
入場料／一般前売400円（当日600円） 小学生以下無料
※チケットは市民会館で販売中です。

○一般書のテーマ
「浮世絵の楽しみ」
江戸時代、庶民の楽しみで
あった「浮世絵」を、現代に
生きる私たちも楽しんでみま
せんか？

日時／9月25日㈰ 13時30分開場、14時開演
入場料／全席指定 前売3,000円（当日3,500円）
※チケットは市民会館窓口で6月28日㈫から販売開始します。

右手でポップス、左手でクラシックを同時演奏
ピアニスターHIROSHI Piano Live 2016

総合体育館（ビッグアリーナ）
24-4174

里の杜1-1-1

施設設備点検・保守および修繕日
6月6日㈪、20日㈪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。上
記QRコードでもご覧いただけます。

ハナトピア岩沼

☎23-4787

24-4887

リバーサイドブラスin2016

わらび座公演舞楽詩「風の又三郎」

○児童書のテーマ
「雨の日って楽しいね」
・「虫
いっぱい！」
「雨の日」に読んでほしいお
すすめの本や、虫が主役の絵
本を紹介します。

☎24-4831

里の杜1-2-45

日時／7月16日㈯ 15時30分開場、16時開演
入場料／全席指定 前売3,000円
（当日3,500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・
ローソンチケット（Lコード：21511）
・
チケットぴあ（Pコード293-906）
・イー
プラス（http://eplus.jp）
※おたのしみ抽選会、文化鑑賞会員割引が
あります。

2016年度市民会館文化鑑賞会員受け付け中

市民会館主催のチケットが割り引きになるなどの特典あり。
詳しくは市民会館にお問い合わせください。

三色吉字雷神7-1

体験講座（先着順）
講座名

フラワーアレンジ講座
生活雑貨ペイント
お菓子教室
男のパン教室
【カマンベールマフィン】
【クラシックショコラロール】
【初夏のアレンジメント】 【白食器への絵付け】
生花のユリを中心にホリゾンタ マグカップ・皿・タイルな スフレ生地のチョコレート カマンベールチーズを入れ
たお焼きのような平たいパン
ル（高さを抑えて横に広がる）どに 転 写 紙 を 選 ん で 貼 っ 風味のロールケーキ
内容
【スイートシナモンロール】
【ホルン】
スタイルのアレンジメントを作 て、オリジナルの食器にし
シナモンシュガーにくるみ
角の形のパン
ります。ユリの他にも数種類の ます
等を入れて巻いたパン
花やグリーンを使用します

日時

6月20日㈪
13時30分～15時

6月23日㈭
9時30分～12時30分

6月26日㈰
10時～13時

7月10日㈰
10時～13時

講師

山本 明美さん

曳地 未紀さん

只木 満理さん

只木 満理さん

募集

10人（最少催行：1人）

10人（最少催行：1人）

12人（最少催行：2人）

12人（最少催行：2人）

締切

6月10日㈮

6月13日㈪

6月16日㈭

6月30日㈭

参加料

3,500円（材料費含む） 500円～3,000円（材料費含む） 3,200円（材料費含む）

3,200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。
※申込者へは後日はがきで内容などをお知らせします。
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凡例

（ 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

HP

【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」

目標や都合に合わせて自由に参加できる水泳教室を開催しています。年間登録の申し込みを済ませた後は、
参加したいときに1回1枚の参加券（一般500円、高校生以下700円）を提出するだけで好きな教室に参加で
きます。当日申し込み可、申込期限はありません。
〔小学3年～6年生対象〕
◎小学生水泳教室（初級・中級）
【月曜日：17時～18時】
【水曜日：17時～18時】
【木曜日：17時～18時】
【土曜日：16時～17時】

〔成人対象〕
●成人水泳教室（初級・中級）
【月曜日：14時～15時】
【水曜日：19時～20時】
【木曜日：14時～15時】
【木曜夜：19時～20時】
【金曜日：11時～12時】
【土曜日：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：14時30分～15時15分】

〔小学3年～中学3年生対象〕
◎小中学生上級水泳教室
【月曜日：18時～19時】
【水曜日：18時～19時】
【土曜日：17時～18時】
〔小学生以下とその保護者対象〕
○親子水泳教室
【月曜日：15時30分～16時15分】

★運動制限がある方とオムツが取れていない方は参加できません。
★参加券のほか、プール使用料が必要です。
【使用料（4時間）：一般500円 高校生以下・65歳以上300円】

里山散策・ノルディックウオーキング体験
グリーンピア森の散策会
6月1日㈬

グリーンピア森のサポーター

里山保護活動

6月8日㈬・24日㈮

ノルディックウオークいわぬま

6月26日㈰ 散策路案内

定例散策

6月13日㈪

体験会

◆10時～12時

◆10時～12時

◆いずれも10時～12時

◆食菜館ひまわり前集合

◆スポーツハウス棟窓口前集合

◆食菜館ひまわり前集合

◆参加料100円（保険料含む）

◆専用ポール貸し出し無料

ヒメボタル観察会

宮城県レッドリストにおいて準絶滅危惧種に指定されているヒメボタルの観察会が市民活動団体「グリー
ンピア森の散策会」の主催で開催されます。どなたでも無料で参加できますので、この機会に希少なホタル
を身近に感じてみてください。
日時／7月1日㈮・2日㈯・3日㈰ 20時～
定員／各日とも先着20人

場所／食菜館ひまわり前集合（観察場所まで徒歩で移動）

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／プール棟受付にて直接または電話で申し込み

エ フ エ ム いわ ぬ ま
月の主な番組

6

あるまちの市役所情報 77.9MHz
（月～金曜日）12時30分／18時40分 放送中

1

水

ヒメボタル観察会

15

水

はじめてのシニア活動講座開催について

3

金

早朝クリーンいわぬま

17

金

新規採用職員紹介③

6

月

水道週間

22

水

生涯学習企画講座について

8

水

市民会館インフォメーション①

27

月

新規採用職員紹介④

10

金

健康診査のお知らせ

29

水

市民会館インフォメーション②

13

月

水道事業所からのお知らせ

※
「岩沼市からのお知らせ」
は朝、
昼、
夕の1日3回放送しています。
（土・日を除く）
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