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／1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪、31日㈬

今月の特集

○一般書のテーマ
「2016 リオオリンピック」
リオオリンピックが開催されること
に合わせて、スポーツの本を展示しま
す。

夏休み・セミナールームの開放について

夏休み中の児童・生徒の皆さんに集中して学習に取
り組んでもらえるよう、セミナールーム一室を自習室と
して開放します。図書館と合わせ、マナーを守ってご利
用ください。
期間／8月中の土・日曜日 10時～17時【6日㈯、7日㈰、
13日㈯、14日㈰、20日㈯、21日㈰、27日㈯、28日㈰】
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
対象／夏休み中の小中高生
利用方法／入室の際、利用者名簿に記名の上、ご利
用ください
※なお、席には限りがあります。お互いに譲り合って使
用してください。

☎23-4787

24-4887

☎23-3450
23-3451
休館日／22日㈪

里の杜1-2-45

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会
マイタウンコンサートin岩沼
日時／8月27日㈯
14時開場、14時30分開演
入場料／全席自由
前売3,000円、学生1,500円
チケット購入場所／市民会館・
藤崎・ローソンチケット
（Lコード：22737）
※文化鑑賞会員割引がありま
す。

○児童書のテーマ
「たのしい夏休み」・
「こわーい えほ
ん」
真夏にぴったりの、お祭り・花火・
おばけの本を紹介します。

ハナトピア岩沼

市民会館

わらび座公演 舞楽詩「風の又三郎」
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：
22533）・ チ ケ ッ ト ぴ あ（P
コード：452-233）・イープ
ラス（http://eplus.jp）
※文化鑑賞会員割引があります。

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」
「お菓子教室」
【コーヒーシナモンロール】
【光触媒のアーティフィシャ【ガラスのアクセサリー作【ガレット・オ・シトロン】
焼 き 菓 子 の 上 に レ モ ン の コーヒー生地にくるみを巻
ルフラワー（造花）アレンジ】り体験】
き込んだパン
お部屋の空気をキレイにし ガラスフュージングで、ペ ムースをのせます
【バターロール】
【ペッパーブレッド】
てくれる光触媒加工がされ ンダントヘッド、ブローチ、
内容
た、造花のアレンジメント 指輪、イヤリングなどを作 黒胡椒を入れたスパイシー 朝食の定番、バターロール
なパン生地でベーコンを巻【マドレーヌ】
ります。
です。
お菓子の基本、マドレーヌ
※作品は、後日のお渡しと きます
なります。
8月29日㈪
8月21日㈰
8月28日㈰
9月11日㈰
日時
13時30分～15時
9時30分～12時30分
10時～13時
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）

20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

8月19日㈮

8月11日㈭

8月18日㈭

8月31日㈬

参加料
講師

3,500円（材料費含む） 500～3,000円（材料費含む） 3,300円（材料費含む）
山本 明美さん

曵地 未紀さん

只木 満理さん

3,300円（材料費含む）
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。
広報いわぬま2016.8月号
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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

プール棟の営業について

30日を除く8月の火曜日は、市内小中学校の夏休み期間につきプール棟（森のプール・トレーニングルーム）
は通常営業します。

森のプール「水泳教室」

初心者から上級者までの泳力別クラス分けで個人の目標に合わせた指導を行います。

〔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】
【木曜夜：19時～20時】【金曜日：11時～12時】
●背泳ぎ教室
【水曜日：16時～16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～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】
〔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】
〔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】

8月の土曜日と8月11日㈭、15日㈪は、混雑が予想されるため水泳教室はお休みです。
7月21日㈭～8月25日㈭は、市内小中学校の夏休み期間につき日中の混雑が予想されるた
め17時以降の水泳教室のみ開催します。

森のプール「腰・肩・膝痛改善アクア教室」

痛みの改善や予防を目的とした水中ウォーキングを
行い、筋力と柔軟性を無理なく高めることができるた
め、病院などで水中運動を勧められた方や水中運動を
始めてみたい方に最適の教室です。また、顔を水に浸
けないので、水が怖い方でも安心して参加できます。
日時／8月31日㈬、9月14日㈬、21日㈬、28日㈬、
10月12日㈬ 10時～11時
講師／㈱フクシ・エンタープライズ 石垣 寿大 氏
対象者／成人の方

里山散策
グリーンピア森の散策会
8月3日㈬ 里山保護活動
8月10日㈬、26日㈮ 定例散策
◆いずれも10時～12時 ◆食菜館ひまわり前集合

運動教室への参加手順について

①森のプールで年間登録を申し込む。
（当日申し
込み可、申し込み期限なし）
②森 のプールで参加券（1枚につき一般500円、
高校生以下700円）を購入する。
③参加する教室の開催日に会場で参加券を1枚提
出する。（参加券は当日購入可）
★教室に参加するときは、参加券のほかに施設使用
料が必要です。
★運動制限がある方は、教室に参加できません。
森のサポーター
8月28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）

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

8月8日㈪および22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コードでもご覧いただけます。

エ フ エ ム いわ ぬ ま
月の主な番組

8

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

月

後期社会教育団体の登録受付

15

月

派遣職員の紹介②

3

水

健康増進課からのお知らせ

22

月

派遣職員の紹介③

8

月

パパといっしょにみずあそび！

24

水

ふるさとCM大賞作品募集

10

水

介護福祉課からのお知らせ

26

金

グリーンピア岩沼運動教室

12

金

児童扶養手当、特別児童扶養手当現況届について

29

月

早朝クリーンいわぬまについて

ほか

※
「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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