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／5日㈪、12日㈪、19日㈪、26日㈪、30日㈮

☎23-3450
23-3451
休館日／19日㈪

今月の特集

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。

○一般書のテーマ
「月」
お月さまが綺麗に見える秋に合わせて、
月にまつわる本や小説などを展示します。
○児童書のテーマ
「まんまるお月さま」
・
「るんるんおんがく」
お月見に合わせた本や音楽の絵本、読
みものなどを展示します。

初心者向け「絵本読み聞かせ講座」参加者募集

読み聞かせの初心者の方を対象に、絵本の選び方
や読み方など、読み聞かせの基本を学ぶ講座を開催
します。
こんな方におすすめの講座です。
・絵本の読み聞かせとはどんなものか知りたい方
・読 み聞かせのボランティアに興味があるけれど、
何から始めればいいか分からない方
・今 は忙しいけれど、いつかボランティアとして活
動してみたい方
日時／10月12日㈬ 13時～15時
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
講師／宮城県図書館職員 参加費／無料
申込方法／9月13日㈫から、市民図書館のカウンター
や電話で申し込み

ハナトピア岩沼

☎23-4787

24-4887

里の杜1-2-45

わらび座公演 舞楽詩「風の又三郎」

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 ／9月27日 ㈫
か ら 市 民 会 館・ 手 芸 の 店 ま む
（ヨークベニマル店内）・岡文・
12 4
岩沼市民会館 大ホール
藤 崎・ 梅 屋 楽 器 店・ 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）

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」
「親子お菓子教室」
「お菓子教室」
【カップケーキ】
【プレミアムチーズケーキ】
【プリザーブドフラワーのチョ【白食器への絵付け】
コレートケーキ風アレンジ】 茶 碗・ フ リ ー カ ッ プ・ 皿 カップケーキにデコレイト いつものチーズケーキをワ
シナモンスティックや茶系（丸、角）・タイルなどに転 しましょう♪
ンランクアップした濃厚
内容 の花で、チョコレートケー 写紙を選んで貼って、オリ【みんな大好き ! 杏仁豆腐】 チーズケーキ !
キをイメージしたベースを ジナルの食器にします。 【ピーナツクッキー】
【アナナス・フロマージュ】
作り、赤いバラやリボンで ※作品は、後日お渡し。
パイナップル＆クリーム
飾りつけします。
チーズのパン
9 月 26 日㈪
9 月 27 日㈫
10 月 2 日㈰
10 月 16 日㈰
日時
13 時 30 分～ 15 時
9 時 30 分～ 12 時 30 分
10 時～ 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 組（最少催行：4 組）

12 人（最少催行：4 人）

締切

9 月 15 日㈭

9 月 15 日㈭

10 月 6 日㈭

参加料

3,500 円
（材料費含む）

500 円～ 3,000 円
（材料費含む）

講師

山本 明美さん

曵地 未紀さん

9 月 22 日㈭
3,000 円（材料費含む）
大人1人、子ども1人のセッ
ト金額（子ども追加の場合
＋1,000円）
只木 満理さん

3,500 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。
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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」

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～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】
〔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】

19日㈪・22日㈭は、祝日のため水泳教室はお休みです。

体育館「すらっとリズム体操教室」

音楽に合わせた足踏みやストレッチで新陳代謝を
活発にし、運動不足を解消できます。
日時／9月6日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫、10
月4日㈫ （全5回）13時30分～14時30分
講師／㈱フクシ・エンタープライズ 後藤 祐介 氏
対象／成人の方

森のプール「水泳教室スタンプラリー」

対象の教室に参加してスタンプを集めると結果に
応じて素敵な記念品がもらえます。
開催期間／9月1日㈭～30日㈮
対象教室／成人水泳教室・クロール教室・背泳ぎ教
室・平泳ぎ教室・バタフライ教室
対象／成人の方
参加方法／プール棟受付で配布している台紙を受け
取り、対象の教室に参加してください

運動教室への参加手順について

①森 のプールまたは教室の会場で年間登録を申
し込む。（当日申し込み可、申し込み期限なし）
②森のプールまたは教室の会場で参加券（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。

森のプール「12周年記念イベント」
【予告】

10月1日㈯10時30分～17時、子どもから大人
まで楽しめる毎年恒例のイベントを開催します。
プログラムなどの詳しい内容は、広報いわぬ
ま10月号でお知らせします。

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
9月7日㈬ 里山保護活動
9月14日㈬、23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
9月25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）

ノルディックウオークいわぬま
9月12日㈪ 体験会
◆10時～12時
◆スポーツハウス棟窓口前集合
◆専用ポール貸し出し無料

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

9月5日㈪および26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。
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