
総合体育館（ビッグアリーナ）
☎24-4831　  24-4174　  里の杜1-1-1　  https://iwaspo.com/

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㈪、17日㈪～20日㈭、25日㈫、
　28日㈮

市民会館
☎23-3450　  23-3451　  里の杜1-2-45　
休館日／17日㈪
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今月の運動教室
成人運動教室（料金／施設利用料+550円）
エアロビクス【月曜日：10時～11時】
ゆったりヨガ【水曜日：13時30分～14時30分】 簡単筋トレ【月曜日：11時15分～12時15分】
ポールで姿勢改善【木曜日：10時～11時】  バランスボール教室【水曜日：10時～11時】
Z

ズ ン バ

UMBA®【木曜日：13時30分～14時30分】  生活に役立つヨガ教室【木曜日：13時30分～14時30分】
初級成人ジョギング教室【金曜日：14時～15時】 かんたんリズム体操【金曜日：10時～11時】（第3金曜日休み）
　小中学生と保護者の教室（料金／小・中学生：無料、保護者：施設利用料＋550円）
バラエティー教室【火曜日：18時~】

今月の特集
○一般書のテーマ
　「歴史ミステリー」
　歴史の謎をひも解いてみませんか。
○児童書のテーマ
　「おにがでた」・「ゆきであそぼう」
　鬼と雪にまつわる児童書を展示します。
　
写真パネル展～岩沼の自然～
　身近な自然環境の保全や観察を中心に活動している
「いわぬま自然塾」の皆さんの活動を紹介します。
日時／2月19日㈬～3月3日㈫
場所／1階エントランスホール

ボランティアの募集
活動内容／返本および書棚の整理
活動期間／4月1日から1年間
　（10時～19時のうち都合の良い時間帯）
対象／高校生以上の方
受付期間／2月4日㈫～27日㈭
申込方法／館内に備え付けの申込用紙に記入の上、
カウンターへ提出してください

※ 3月6日㈮ 10時30分からセミナールーム「千貫」
で行う説明会へ参加願います。説明会の後に、実
務研修を行います。

　
蔵書点検による休館のお知らせ
期間／2月18日㈫～20日㈭
※ 東分館（玉浦コミュニティセンター内）は7日㈮が
休館となります。また、本館書庫の資料は11日㈫
～20日㈭の利用ができなくなります。

いわぬまサロンコンサート2019百花繚乱シリーズ
特別企画岩沼市民音楽家とハナミズキ室内合奏団
との共演
日時／2月2日㈰　14時（開場：13時30分）
場所／大ホール
チケット／全席自由　一般2,000円、学生1,000円
チケット購入場所／市民会館、岡文、藤崎、チケッ
トぴあ、ローソンチケット、イープラス、ヤマハ
ミュージック仙台店、東京エレクトロンホール宮
城
　
岩沼福寄席
日時／2月22日㈯　13時30分（開場：13時）
場所／大ホール
チケット／全席指定　一般3,000円
　 （当日3,500円）、高校生以下1,500円
チケット購入場所／市民会館、岡文、
藤崎、三越、落語芸術協会仙台事務
所、CNプレイガイド、ファミリー
マート、セブンイレブン

市民会館のホールなどの閉鎖のお知らせ
　12月1日～令和3年6月30日（予定）の間、空
調設備の改修工事に伴い、大ホール・中ホール・
リハーサル室を閉鎖します。日頃当館をご利用い
ただいている皆さまにはご迷惑をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、中央公民館の会議室（第2・第3・第4・
第5会議室、視聴覚室、調理実習室、和室）は、
上記工事期間中もご利用いただけます。
※ 工事の状況によっては期間が変更になる場合が
あります。

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。登録申請を行った団体でも会議に出席できない場合は、利用団体の
登録ができませんのでご注意ください。
日時／2月7日㈮　19時～　　場所／2階会議室

17日㈪～24日㈪は施設修繕のため、メインアリーナは使用でき
ません。詳しくは、総合体育館ホームページまたは行事予定表（1
月20日発行）をご確認ください。

私たちは toto 助成を
受けています。

施設インフォメーション 凡 
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中央公民館
☎23-3434　  23-3451　  里の杜1-2-45　休館日／17日㈪

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

勤労者活動センター
☎25-1318　  25-1319　  三色吉字松150-1
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令和2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する場合は、登録をお願いします。
申請期間／2月3日㈪～14日㈮（平日9時～17時）
登録条件／次のすべてを満たすこと
　 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

申請方法／下記各施設に備え付けの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、各利用施設へ提出してください

※ 中央公民館（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。申請された団体には、あらためて案内書を通知します。

申請・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）

岩沼市長賞争奪新春市民囲碁大会	参加者募集
日時／2月23日㈰　12時30分～18時
対象／市内在住または勤務する方
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／1,000円（当日徴収）
申込期間／2月3日㈪～10日㈪（平日9時～17時、期限厳守）
申込方法／直接または電話で、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

第40回いわぬま市民交流フェスティバル　～人々の笑顔が集う	学びの舞台～
　公民館などで活動している団体が、舞台部49団体、展示部18団体、バザー部5団体に分かれ
て、日頃の学習と練習の成果を披露します。ぜひ友人・知人などをお誘い合わせの上、ご観覧
ください。
日時／2月15日㈯　9時30分～16時　（オープニングセレモニー：9時～）
　16日㈰　9時30分～15時30分
場所／市民会館、中央公民館
主催／中央公民館、西公民館
主管／いわぬま市民交流フェスティバル実行委員会
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。

令和2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
録をお願いします。
申請期間／2月12日㈬～25日㈫（平日9時～17時）
登録条件／次のすべてを満たすこと
　 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上記中央公民館の社会教育関係団体等
の登録条件②③と同じ

申請方法／玉浦コミュニティセンターに備え付けの申請書に
必要事項を記入の上、団体の会則など地域活動内容が分か
る書類および会員名簿を添付して、提出してください

体験活動会
　当センターでは、市民の皆さ
まに余暇活動の楽しさを知って
いただくために施設を無料開放
します。当日は、どなたでも体験できます。
皆さまの参加をお待ちしています。
日時／2月11日㈫　10時～13時
場所／多目的ホール
内容／活動発表および体験会、カラオケ（無
料）、猪股秋彦氏によるミニコンサートな
ど

※ 来場の小学生以下の子どもたちにはお楽しみ
プレゼントがあります。（各日先着100人）

入場
無料

入場
無料

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　運動教室休講日／11日㈫、24日㈪

ハナトピア岩沼
☎23-4787　  24-4887　  三色吉字雷神7-1
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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・木曜日：14時～15時】
【月・水・木曜日：19時～20時】

【水曜日：16時～17時】
【木・土曜日：10時30分～11時30分】

【金曜日：11時～12時】

●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】

●腰・肩・膝痛改善アクア教室
【水曜日：10時15分～11時】

●水中ウォーキング教室 	受講料無料	 （施設利用料は必要です）
【月・水・木：13時30分～14時】
【金曜日：17時～17時30分】

【木曜日：18時30分～19時】
【土曜日：11時30分～12時】

【金曜日：10時30分～11時】

小学3～6年生対象
●小学生水泳教室（初級・中級）
【月・水・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・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】

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
【月曜日：10時30分～11時30分】
●にこやか筋トレ教室
【火曜日：9時～10時】

●Z
ズ ン バ

UMBA®（ダンスエクササイズ教室）
【火曜日：10時～11時】
●ストレッチとヨガ教室
【火曜日：11時15分～12時15分】

●エンジョイリズム体操教室
【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】

冬の運動応援キャンペーン
期間／2月29日㈯まで
※参加方法など詳しくは、広報いわぬま1月号をご覧ください。
里山散策（10時～12時）
ノルディックウオークいわぬま
10日㈪　体験会　　集合／スポーツ棟窓口前
※専用ポールは貸し出し無料。

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

体験講座（市内在住または市内在勤の方対象）

講座名 フラワーアレンジ 雑貨ペイント 寄せ植え
（プランツギャザリング） 漬物教室

内容
アーティフィシャルフラ
ワーで作るコサージュ

お皿かタイルに転写シー
ルを貼って絵付けする
ポーセラーツの体験がで
きます

季節の花苗を使ってフラ
ワーアレンジメントのよ
うな寄せ植えを作ります

白菜キムチ

日時 3月2日㈪
13時30分～15時

2月21日㈮
9時30分～12時30分

2月16日㈰
①10時30分～12時
②13時30分～15時
※①②より選択

2月23日㈰
10時～12時

場所 研修室第2 体験加工室
定員 10人（最少催行：1人） 10人（最少催行：1人） 各10人（最少催行：1人） 20人（最少催行：5人）
締切 2月25日㈫ 2月14日㈮ 2月10日㈪ 2月17日㈪

参加料 1,500円
（材料費含む）

500円～2,000円
（材料費含む）

4,500円～6,000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 小泉 富士子さん 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。

市ホームページに今年度の開催講座日程を掲載しています▶ ハナトピア岩沼いわぬまダイアリー 検索

私たちは toto 助成を
受けています。
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