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／6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪、31日㈮

今月の特集

○一般書のテーマ
「高校野球100年」
熱い闘いを繰り広げる球児たちを応援しま
しょう。

○児童書のテーマ
「たのしい夏休み」
「むしはともだち」
夏と虫にまつわる児童書を展示します。

読書感想文・課題図書

今年も小・中学生、高校生向けに「読書感想文におすすめの本リスト」を作成しましたので、ぜひご利用ください。
また、夏休み期間は、課題図書の貸し出しと予約を「1人1冊まで」と設定していますので、ご協力をお願いします。

夜のおはなし会 無料

普段のおはなし会の時間帯に来館できない小学校低学年の皆さんを対象とし、夏休みの夜を利用しておはなし会
を開催します。お子さんの自立の一助を狙いとし、第1部はお子さんのみ参加のおはなし会を企画しています。おは
なし会後は、参加者にナイトライブラリーを開館し、貸し出しも行います。夜間開催ですので、保護者の方の付き
添いをお願いします。
日時／8月12日㈰ 18時20分～20時（受付：18時～）
場所／2階セミナールーム「貞山」
内容／第1部「夜のおはなし会」 18時30分～19時10分
第2部「ナイトライブラリー」 19時20分～19時40分（保護者の方も利用可能です）
対象／小学1～3年生（1部・2部の両方に参加できる方）
定員／先着20人程度
募集期限／8月5日㈰まで
申込方法／③番カウンターで直接申し込みください

市民会館

☎23-3450

23-3451

里の杜1-2-45 休館日／20日㈪

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」

日時／8月25日㈯ 14時30分～（開場：14時）
会場／大ホール
出演／平川範幸（指揮）
、仙台フィルハーモニー管弦楽団ほか
曲目／協奏交響曲変ホ長調（モーツァルト）、交響曲第7番イ長調（べートーベン）ほか
チケット／全席自由・一般3,000円、学生1,500円

海上自衛隊東京音楽隊いわぬま公演

日時／8月27日㈪ 18時30分～（開場：17時30分）
会場／大ホール
入場料／無料 全席自由（要整理券）
整理券／8月6日㈪ 9時から窓口で配布
※数に限りがありますので、1人2枚までとし、予定枚数がなくなり次第終了となります。

演歌新時代 山内惠介

熱唱ライブ2018

～新たなる夢の扉～

日時／11月18日㈰ 14時～（開場：13時30分）
会場／大ホール
チケット／全席指定6,000円（8月9日㈭より一般発売開始）

いわぬま寄席

だい か ぐ ら

幸せを届ける伝統芸能の太神楽。傘やバチ、お手玉を使ったバランス芸をお楽しみください。
夏公演日時／8月4日㈯ 10時30分～12時
出演／鏡味正二郎（太神楽）ほか

いわぬまサロンコンサート

秋公演日時／10月27日㈯ 12時30分～14時
出演／小川有紀子（バイオリン）、岩嵜英美（フルート）、北村健（チェロ）、藤井明美（ピアノ）
曲目／花のワルツ（チャイコフスキー）、オブリビオン（ピアソラ）ほか

上記共通

会場／中ホール

チケット／全席自由2,000円（文化鑑賞会員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

里の杜1-1-1

施設設備点検・保守および修繕日（全館利用できません） 13日㈪

※鍵の貸し出し・返却、申請受け付け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、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

Eメールアドレス
ホームページ

HP

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 プール棟休業日／28日㈫

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）

すべての教室が１回につき参加券１枚で参加できるチケット制になっています。参加券は、教室の開催日に会場で
一般用500円、高校生以下用700円で１枚ずつ購入できます。

森のプール「水中運動教室」

〔成人対象〕
●バタフライ教室
〔小学3年生～成人対象〕
●成人水泳教室（初級・中級）
【金曜日：15時～15時45分】
○上級水泳教室
【月曜日：14時～15時】
●脂肪燃焼アクア教室
【月曜日：18時～19時】
【木曜日：14時～15時】
【月曜日：19時15分～20時】
【水曜日：18時～19時】
【木曜日：19時～20時】
●腰・肩・膝痛改善アクア教室
○泳力強化教室
【金曜日：11時～12時】
【水曜日：10時15分～11時】
【水曜日：19時～20時】
【金曜日：18時～19時】
（31日を除く）
●クロール教室
〔小学3～6年生対象〕
〔小学生以下とその保護者対象〕
【木曜日：10時30分～11時15分】
◎小学生水泳教室（初級・中級）
○親子水泳教室
●背泳ぎ教室
【月曜日：17時～18時】
【月曜日：15時30分～16時15分】
【水曜日：16時～16時45分】
【水曜日：17時～18時】
【木曜日：17時～18時】
※7月21日㈯～8月25日㈯（市内小・中学校の夏休み期間）は、日中の混雑が予想される
ため17時以降の教室のみ開催します。

スポーツハウス棟「陸上運動教室」（成人対象）
●腰・肩・膝痛改善教室
28日㈫ 10時～11時
●やわらかボールで健幸教室
31日㈮ 13時15分～14時15分

里山散策（10時～12時）

グリーンピア森の散策会
8月1日㈬ 里山保護活動
8月8日㈬、24日㈮ 定例散策
◆食菜館ひまわり前集合

ハナトピア岩沼

☎23-4787

24-4887

●気軽にヨーガ教室
●すらっとリズム体操教室
28日㈫ 11時15分～12時15分
28日㈫ 13時15分～14時15分
●ズンバ®（ダンスエクササイズ教室）
【火曜日：9時～10時】
森のサポーター
8月26日㈰ 散策路案内
◆食菜館ひまわり前集合
◆参加料100円（保険料含む）

三色吉字雷神7-1

体験講座（市内在住または市内在勤の方対象）

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

講座名

生活雑貨ペイント
お菓子教室
フラワーアレンジ
キャンドル（アロマワックスバー）洋梨のレアチーズケーキ
プリザーブドフラワーの壁掛け
内容
作り
レーズンと胡桃の食パン
アレンジメント
8 月 14 日㈫ 9 時 30 分 ~12 時 30 分
8 月 26 日㈰ 10 時 ~13 時
8 月 27 日㈪ 13 時 30 分 ~15 時
日時
場所
研修室第 2
体験加工室
研修室第 2
定員
10 人（最少催行：1 人）
15 人（最少催行：4 人）
10 人（最少催行：1 人）
申込締切
8 月 5 日㈰
8 月 16 日㈭
8 月 19 日㈰
参加料
500 円～ 2,000 円（材料費含む）
3,700 円（材料費含む）
3,500 円（材料費含む）
只木 満理さん
山本 明美さん
講師
曵地 未紀さん
申込方法／講座名・開催日時・氏名・住所・電話番号を記入の上、はがきまたはファクスにて申し込みのほか、窓口
で直接申し込みも可能です（電話での申し込みは不可）
※先着順で受け付けていますが、キャンセルにも対応するため、締切日をも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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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

市民会館・中央公民館からのお知らせ
なかま交流プラス開催のお知らせ
生涯学習課からのお知らせ
新規採用職員の紹介⑤
子育て支援センターからのお知らせ
スクールゾーン内危険ブロック塀等改善事業について
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学校教育課からのお知らせ
いわぬま市民夏まつり開催のお知らせ
市民図書館からのお知らせ
新規派遣職員紹介①
グリーンピア岩沼運動教室のお知らせ
新規派遣職員紹介②

