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日㈪、10日㈪、18日㈫、25日㈫、28日㈮

今月の特集

○一般書のテーマ
「奥が深い！絵本の世界」
親しみやすいのに、奥が深い絵
本の世界に触れてみませんか。
○児童書のテーマ
「まんまるお月さま」
「おいしいものがいっぱい！」
月とおいしい物にまつわる児童書を
展示します。

一般向けDVD上映会 無料

日時／9月8日㈯ 14時～16時
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
上映作品／「地下鉄（メトロ）に乗って」
※申し込み不要です。

ぬいぐるみおとまり会 無料

あなたといつも一緒のぬいぐるみが、図書館内を
探検します。大好きなぬいぐるみを図書館にお泊ま
りさせてみませんか。後日、ぬいぐるみが探検して
いる写真をプレゼントします。
日時／9月30日㈰15時～10月2日㈫10時
対象／市内在住の4～6歳の方
定員／先着10人
申込方法／9月4日㈫から参加されるお子さんとぬい
ぐるみと共に③番カウンターで申し込みください

初心者向け読み聞かせ研修会 無料

読み聞かせおよびそのボランティア活動に関心が
ある方向けに、読み聞かせの研修会を行います。4
歳以上の子どもを対象とした読み聞かせについて、
基礎から学びます。
日時／10月19日㈮、26日㈮ いずれも10時～12時
全2回完結（できれば両日参加できる方）
場所／2階セミナールーム「阿武隈」
講師／鵜飼 信好 氏（絵本読み語り「やまがっこう」
代表。児童館や小学校などで読み聞かせを実施）
申込方法／9月4日㈫から③番カウンターまたは電
話で申し込みください

市民会館

☎23-3450
23-3451
休館日／17日㈪

里の杜1-2-45

陸上自衛隊東北方面音楽隊岩沼ふれあいコンサート

日時／10月6日㈯ 14時～（開場：13時30分）
会場／大ホール
入場料／無料 全席自由（要整理券）
整理券配布／9月11日㈫ 9時～
※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。

いわぬま市民劇団ウィープ定期公演

日時／10月20日㈯ ①15時開演、②19時開演
21日㈰ ①11時開演、②15時開演
会場／中ホール
入場料／全席自由（中学生以下無料・要整理券）
前売一般1,000円、当日一般1,300円、整理券は
窓口で配布
問／いわぬま市民劇団ウィープ 菅井
（ sugai1958r@yahoo.co.jp）

演歌新時代 山内惠介
～新たなる夢の扉へ～

熱唱ライブ2018

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

いわぬま寄席

日時／秋公演11月24日㈯ 10時30分～12時
出演／六華亭遊花（東北弁落語）ほか

いわぬまサロンコンサート

日時／秋公演10月27日㈯ 12時30分～14時
出演／小川有紀子（バイオリン）、宮嵜英美（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） 3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。

第27回いわぬまエアポートマラソン 出場者募集

日時／12月2日㈰ 8時40分から開会式（受付：8時～）
申込期間／9月30日㈰まで ※詳しくは、広報いわぬま8月号をご覧いただくか、問い合わせください。
広報いわぬま2018.9月号
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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）
●ズンバⓇ（ダンスエクササイズ教室） ●気軽にヨーガ教室
●やわらかボールで健幸教室
【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
●すらっとリズム体操教室
【火曜日：10時～11時】
【火曜日：13時15分～14時15分】
※17日㈪、24日㈪は、祝日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
9月5日㈬ 里山保護活動
9月12日㈬、28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

森のサポーター
9月23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）
講座名
内容
日時

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

フラワーアレンジ

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

生活雑貨ペイント

プリザーブドフラワーのアレンジ ガラスビンにリースのペイント
メント
9 月 17 日㈪
13 時 30 分～ 15 時

場所

9 月 27 日㈭
9 時 30 分～ 12 時 30 分
研修室第 2

定員

10 人（最少催行：1 人）

申込締切

お菓子教室
・ドライフルーツのパウンドケーキ
・柚子胡椒のパン
9 月 16 日㈰
10 時～ 13 時
体験加工室

10 人（最少催行：1 人）

18 人（最少催行：4 人）

9 月 7 日㈮

9 月 17 日㈪

9 月 6 日㈭

参加料

3,500 円
（材料費含む）

大 1,500 円、小 600 円
（材料費含む）

3,800 円
（材料費含む）

講師

山本 明美さん

曵地 未紀さん

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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