
市民図書館
☎24-3131　  25-1713　  二木2-8-1
 http://www.iwanumashilib.jp/

休 館日／4日㈪、12日㈫、18日㈪～21日㈭、25日㈪、28日㈭

市民会館
☎23-3450　  23-3451　  里の杜1-2-45
休館日／18日㈪

 

ハナトピア岩沼
☎23-4787　  24-4887　  三色吉字雷神7-1　
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今月の特集
○一般書のテーマ　
　「テレビの歴史」
　2月1日はテレビ放送記念日です。
　これを機に、テレビの歴史を振り返っ
てみませんか。
○児童書のテーマ
　「にっぽんむかしむかし」・「スイーツ」
　日本の昔話・年中行事とスイーツにま
つわる児童書を展示します。
市民図書館ボランティアの募集
　市民図書館応援団としてのボランティアを募集します。
活動内容／返本および書棚整理
時間／10時～19時の1～2時間程度
　（ご都合のつく日はいつでも）
対象／高校生以上の方
登録期間／平成31年4月1日から1年間
受付期間／2月1日㈮～27日㈬
申込方法／館内に備え付けの申込用紙に必要事項を記
入の上、カウンターへ提出

※ 3月7日㈭10時30分からセミナールーム「千貫」で
行う説明会へご参加願います。
蔵書点検による休館のお知らせ
期間／2月19日㈫～21日㈭
※ 東分館（玉浦コミュニティセンター内）、西分館（西
公民館内）は8日㈮が休館となります。

　 13日㈬～16日㈯は点検のため、書庫の資料は利用
できません。

いわぬま寄席「冬の幕」
日時／2月2日㈯　10時30分～12時
場所／中ホール
出演／神田鯉

り

栄
えい

（講談）ほか
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

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／前売券3,000円、
　当日券3,500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
　わらび座東北・北海道事務所（☎0187-44-3332）

第1回「オケスタ・ラボ」岩沼		無料	
　いわぬまサロンコンサートでおなじみのバイオ
リニスト小川有紀子氏の指導のもと、プロオーケ
ストラを目指す若手バイオリン奏者が全国から集
結し、オーケストラサウンドができるまでにやる
べきことや指揮者との関係性などの練習光景を臨
場感あふれる合奏形式でご覧になれます。
日時／3月3日㈰　①10時～12時、
　②13時30分～16時（入退場自由）
場所／大ホール

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 フラワーデザイン 生活雑貨ペイント バレンタインお菓子教室 漬物教室

内容
フラワーアレンジメント
の寄せ植え体験

木製コースターにペイン
ト（小花達のペイント）

・ 苺クリームのココアシ
フォンケーキ
・ アールグレー風味の生
チョコ

白菜キムチ

日時 2月18日㈪
13時30分～15時

2月21日㈭
9時30分～12時30分

2月10日㈰
10時～13時

2月17日㈰
10時～12時

場所 研修室第2 体験加工室
募集 20人（最少催行：1人） 10人（最少催行：1人） 12人（最少催行：4人） 20人（最少催行：5人）
締切 2月12日㈫ 2月4日㈪ 2月7日㈭
参加料 4,000円（材料費含む） 1,000円（材料費含む） 3,900円（材料費含む） 2,000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 布田 愛子さん

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。
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中央公民館
☎23-3434　  23-3451　  里の杜1-2-45

玉浦コミュニティセンター
☎35-7234　  35-7399　  恵み野2-3

15	 広報いわぬま2019.2月号 広報いわぬま2019.2月号	 14

平成31年度	社会教育関係団体等登録の受け付け
　下記施設を定期的に利用を希望する場合は、登録が必要になります。
受付期間／2月1日㈮～15日㈮（平日9時～17時）
登録条件／①青少年や成人に対して行う教育（学校教育を除く）、レクリエーション、文化芸術などに関する
組織的な活動をする団体（社会教育法第10条の定義）、②構成員全体の8割以上が市内在住の方、または勤
務する方で、会員数がおおむね10人以上有する団体、③会則などにより組織が明確で営利を目的としない
市内の団体

申込方法／下記各施設で配布している申請書に必要事項を記入の上、団体の会則および会員名簿（氏名、住所、
電話番号明記）を添付して、各利用施設へ提出

※ 中央公民館（市役所北側の旧勤労青少年ホームを含む）および西公民館を定期的に利用する団体は、3月に
行う説明会への出席が必要です。受付団体には、案内書を送付しますのでご確認ください。

申込・問／中央公民館・旧勤労青少年ホーム（☎23-3434）、西公民館（☎22-4677）、勤労者活動センター（☎
25-1318）、農村環境改善センター（☎24-3893）、ハナトピア岩沼（☎23-4787）

新春市民囲碁大会	参加者募集
日時／2月24日㈰　9時～15時　　対象／市民または市内に勤務している方
競技方法／上級者と初・中級者の2～3クラスに分かれて対局を行います
参加費（当日徴収）／1,000円（弁当代含む）
申込期間／2月1日㈮～8日㈮（平日9時～17時、期限厳守）
申込方法／電話または窓口へ、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、段（級）位を申し出てください
主催／中央公民館、日本棋院仙南中央支部

平成31年度	地域活動団体登録の受け付け
　当施設を地域活動団体としての利用を希望する団体は、登録が必要になります。
受付期間／2月1日㈮～15日㈮（平日9時～17時）
登録条件／①地域の連帯または防災に関する活動（コミュニティ活動）を行う団体、②上記の社会教育関係団
体等の登録条件②③と同じ

申込方法／玉浦コミュニティセンターで配布している申請書に必要事項を記入の上、団体の会則および会員名
簿（氏名、住所、電話番号明記）を添付して、窓口へ提出

消防署からのお知らせ� ☎22-5171　  22-5547　  末広1-6-32

小児の普通救命講習会を開催します
日時／2月17日㈰　9時～12時
場所／岩沼市消防署 3階会議室
※未就学児に対応するための講習です。
内容／AEDを用いた心肺蘇生法、その他の応急
手当、急な疾患の対応について

申込方法／受講日前日まで電話で申し込み
※動きやすい服装でお越しください。

消火栓の除雪にご協力を
　消防署では、火災が発生した際、一刻も早く
消火栓を使用できるよう巡回し、除雪を行って
いますが、降雪直後などは間に合わない場合が
あります。
　自宅の周辺に消火栓がありましたら、除雪に
ご協力を願いします。

救急シートホルダーの配布		無料	
　救急シートホルダーとは「救急シート」に緊急連絡先
や持病、かかりつけの医療機関などを記入し、専用ホル
ダーに入れ、身につけていることで救急隊の迅速な救急
活動に役立てるものです。以下のような方にお勧めして
います。

配布場所／岩沼市消防署
※ 各種イベント会場でも配布します
ので、希望される方は消防署警防
課へ問い合わせください。

高齢者、学童、持病などがある方、健康に不安を抱
えている方（本人または家族）、障害のある方、認
知症の方、1人暮らしの方

施設インフォメーション
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グリーンピア岩沼
☎25-5122　  25-5132　  北長谷字切通1-1　
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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）
【火曜日：9時～10時】
●腰・肩・膝痛改善教室
【火曜日：10時～11時】

●気軽にヨーガ教室
【火曜日：11時15分～12時15分】
●すらっとリズム体操教室
【火曜日：13時15分～14時15分】

●やわらかボールで健幸教室
【金曜日：13時15分～14時15分】

※ 11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。

冬の運動応援キャンペーン
　家に引きこもりがちな寒い冬に、教室で楽しく運動しましょう。キャンペーン中は、景品がもらえます。
開催期間／2月28日㈭まで　
参加方法／参加券を要する運動教室への参加1回につき1枚もらえるチケットを集めてプール棟受付にて景
品と交換

景品／チケット5枚：ツボ押しボール、チケット12枚：靴下、チケット21枚：ゴーグルなど

里山散策（10時～12時）
グリーンピア森の散策会
6日㈬　里山保護活動
13日㈬　定例散策
集合／食菜館ひまわり前

森のサポーター
24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）

1 金 子育て支援センターからのお知らせ

4 月 社会教育関係団体等登録の受け付け、
新春市民囲碁大会参加者募集

6 水 任期付職員（保育士）採用試験のご案内
8 金 市民図書館からのお知らせ

11 月 防災講演会開催のお知らせ
13 水 市民会館インフォメーション
15 金 第14回なかま交流プラス
20 水 東日本大震災追悼行事・追悼式
26 火 グリーンピア岩沼運動教室のお知らせ

2
月
の
主
な
番
組

エ フ エ ム い わ ぬ ま 77.9MHzあるまちの市役所情報
（月～金曜日）12時30分／18時40分　放送中

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／18日㈪

※18日㈪は、全館利用できませんが、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。
※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。
学校開放利用調整会議（申請書を提出済みの団体に限ります）
日時／2月4日㈪　19時～　　場所／2階会議室

私たちは toto 助成を
受けています。
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