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㈪、10日㈪、17日㈪、25日㈫、
28日㈮～1月4日㈮

今月の特集

市民会館

☎23-3450
23-3451
里の杜1-2-45
休館日／17日㈪、28日㈮～1月4日㈮

第32回みんなで歌う第九の会 演奏会
日時／12月9日㈰
場所／大ホール

○一般書のテーマ

チケット／自由席3,000円

「本で振り返る2018年」
間もなく2019年を迎えます。平成

チケット購入場所／市民会館、
チケットぴあ（Pコード：126507）

も最後、本で1年を振り返ってみませ
んか。
○児童書のテーマ
「クリスマス」・「冬・雪で遊ぼう！」
クリスマスと冬・雪にまつわる児童
書を展示します。

子ども向け上映会 無料

12月なので、あわてんぼうのサンタさんが図書

館にやってくるかもしれません。
日にち／12月15日㈯
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
幼児向け／10時30分～
11時～

15時～（開場：14時30分）

おはなし会

上映会「グーフィーの釣天狗」
「ねこざ

かなのクリスマス」ほか
小学生向け／11時40分～

上映会「ムーミン谷と

ウィンターワンダーランド」
※当日直接会場までお越しください。

セミナールームを自習室として開放します

今年の冬休みも休館日以外の毎日を開放しますの

わらび座ミュージカル
「KINJIRO！～本当は面白い二宮金次郎～」
日時／2月23日㈯ 14時～（開場：13時30分）
場所／大ホール
チケット／一般3,000円、
中学生以下1,500円
チケット購入場所／市民会館、岡文、
藤崎、わらび座（☎0187-44-3332）

いわぬま寄席「冬の幕」
日時／2月2日㈯
り えい

出演／神田鯉栄（講談）ほか

いわぬまサロンコンサート「冬の旬音」
日時／1月20日㈰

期間／12月22日㈯～1月6日㈰
9時30分～17時
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
対象／小学生以上の方

12時30分～14時

出演／小川有紀子（バイオリン）、大野かおる（ビ
オラ）、菊地知也（チェロ）、鳥羽亜矢子（ピアノ）
曲目／ピアノ四重奏曲第2番第一楽章（モーツァ
ルト）、最初から今まで（Ryu）ほか

で、自学自習にご利用ください。詳しくは、館内に
備え付けの「開放日カレンダー」をご覧ください。

10時30分～12時

上記共通

場所／中ホール
チケット／全席自由2,000円
（文化鑑賞会員は1,800円）
チケット購入場所／市民会館、岡文

総合体育館（ビッグアリーナ）

☎24-4831
24-4174
休館日／28日㈮～1月4日㈮

里の杜1-1-1
施設設備点検・保守および修繕日／27日㈭

第27回いわぬまエアポートマラソン
日時／12月2日㈰

開会式：8時40分 スタート：9時30分

閉会式：12時30分頃

※1日㈯～3日㈪（いわぬまエアポートマラソン事前準備など）、27日㈭は、申請受け付け、鍵の貸し出し・
返却などは行っています。
※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。
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凡例

HP

Eメールアドレス
ホームページ

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

グリーンピア岩沼運動教室（要参加券：一般500円、高校生以下700円）

森のプール「水中運動教室」
〔成人対象〕
●成人水泳教室（初級・中級）
【月曜日：14時～15時】
【木曜日：14時～15時】
【木曜日：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：15時～15時45分】
●脂肪燃焼アクア教室
【月曜日：19時15分～20時】
●腰・肩・膝痛改善アクア教室
【水曜日：10時15分～11時】
〔小学3～6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年生～成人対象〕
○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】
○泳力強化教室
【水曜日：19時～20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】

スポーツハウス棟「陸上運動教室」
（成人対象）
®
●やわらかボールで健幸教室
●ズンバ （ダンスエクササイズ教室） ●のびやかストレッチ教室
【火曜日：9時～10時】
【火曜日：11時15分～12時15分】 【金曜日：13時15分～14時15分】
●腰・肩・膝痛改善教室
●簡単筋トレ教室
【火曜日：10時～11時】
【火曜日：13時15分～14時15分】
※12月24日㈪～1月4日㈮は、祝日と年末年始のため教室はお休みです。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。運動制限がある方とオムツが取れていない方は、教室に参加できません。

里山散策（10時～12時）
グリーンピア森の散策会
5日㈬ 里山保護活動
12日㈬ 定例散策
集合／食菜館ひまわり前

森のサポーター
23日㈰ 散策路案内
集合／食菜館ひまわり前
参加料／100円（保険料含む）

年末年始の休館日について

●屋内・屋外スポーツ施設、トレーニングルーム、
食菜館ひまわり
12月28日㈮～1月4日㈮

ハナトピア岩沼

☎23-4787

24-4887

●森のプール
12月25日㈫～1月4日㈮
●日帰り入浴
12月31日㈪午前、1月7日㈪午前

三色吉字雷神7-1 休館日／28日㈮～1月4日㈮

体験講座（市内在住または市内在勤の方対象）
講座名

ノルディックウオークいわぬま
10日㈪ 体験会
集合／スポーツハウス棟窓口前
※専用ポール貸し出し無料。

生活雑貨ペイント

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

フラワーアレンジ

内容

バラのアロマキャンドル作り

日時

12 月 26 日㈬
9 時 30 分～ 12 時 30 分

12 月 26 日㈬
13 時 30 分～ 15 時

場所
募集
締切
参加料
講師

研修室第 1
10 人（最少催行：1 人）
12 月 17 日㈪
2,000 円（材料費含む）
曵地 未紀さん

研修室第 2
10 人（最少催行：1 人）
12 月 17 日㈪
3,500 円（材料費含む）
山本 明美さん

お正月の生花アレンジメント

クリスマスケーキ作り
①苺のデコレーションケーキ
（プレーンシフォン生地）18㌢
②栗の渋皮煮とチョコレートの
デ コレーションケーキ（チョコ
シフォン生地）18㌢
12 月 22 日㈯
① 9 時 30 分～ 11 時 30 分
② 12 時 30 分～ 14 時
※①②より選択して申し込み。
体験加工室
各 12 人（最少催行：各 4 人）
12 月 12 日㈬
各 3,900 円（材料費含む）
只木 満理さん

申込方法／講座名、開催日時、氏名、住所、電話番号を記入の上、はがき、ファクスまたは窓口で直接申し込
みください（電話での申し込みは不可）
※先着順で受け付けますが、締切日をもって参加者を確定し、後日はがきで内容などをお知らせします。

17

広報いわぬま2018.12月号

