
　
　
　
　
　
　
　

市民会館・中央公民館�
☎23-3450　  23-3451　  里の杜1-2-45
休館日／21日㈪

市民図書館
☎24-3131　  25-1713　  二木2-8-1　
 https://www.iwanumashilib.jp/
休館日／7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、 30日㈬
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ハナトピア岩沼
☎23-4787　  24-4887　  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 フラワーアレンジ 雑貨ペイント お菓子教室 料理教室 寄せ植え（プラン
ツギャザリング） 農産加工

内　容
生花のフラワーア
レンジ
（初心者向け）

ガラスフュージン
グのアクセサリー
作り

・ ちょっぴりレトロ
なショートケーキ
・苺みるくパン

・ バターチキンカレー
・ナン
・ トマトのヨーグ
ルトムース

根付き観葉植物の
ブーケ

身近な電気器具を
利用したヨーグル
ト、こうじ、甘酒
の作り方（講義）

日　時 6月21日㈪
13時30分～15時

6月25日㈮
①9時30分～12時、
②13時～15時30分
（①②より選択）

6月20日㈰
10時～13時

7月4日㈰
10時～13時

6月20日㈰
13時30分～15時

6月27日㈰
10時～12時

場　所 研修室第2 体験加工室 研修室第2 コンピュータ室

定　員 10人
（最小催行：1人）

各10人
（最小催行：1人）

12人
（最少催行：4人）

12人
（最少催行：4人）

4人
（最少催行：1人）

15人
（最少催行：1人）

締　切 6月14日㈪ 6月18日㈮ 6月11日㈮ 6月25日㈮ 6月14日㈪ 6月21日㈪

参加料 3,500円
（材料費含む）

600～2,000円
（材料費含む）

4,300円
（材料費含む）

4,300円
（材料費含む）

4,500円
（材料費含む） 500円

講　師 山本 明美さん 曵
ひき
地
ち
 未紀さん 只木 満理さん 小泉 富士子さん 藤井 薫さん

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

今月の特集
○一般書のテーマ
　「旅」
　自由に旅行ができない日々が続いています
が、せめて本の中で旅を楽しんでみてはいか
がでしょうか。
　○児童書のテーマ
　「雨ふりたのしいな」・「ひろいせかい」
　雨にまつわる本、世界の広さを感じられる
本を展示します。
　2階まちかどギャラリーのイベント��無料�
展示時間／10時～17時（初日13時～、最終日16時まで）
木版画同好会・クレイクラフト虹の華作品展
期間／6月1日㈫～13日㈰
内容／木版画とクレイクラフトの作品展
　ITアートクラブ作品展示会
期間／6月18日㈮～27日㈰
内容／市内でITアートを行っている方の作品展
　第10回文化講演会
「文豪と岩沼・歴史の舞台と岩沼」��無料�
日時／7月4日㈰　13時30分～15時
場所／市民図書館2階 セミナールーム「阿武隈」
内容／岩沼の歴史、岩沼に関連する文豪や文学作品につ
いて

定員／先着40人
講師／玉浦郷土史研究会　木皿 光夫 氏
申込方法／6月15日㈫から、電話または直接（3番カウ
ンター）申し込み

スタインウェイに触れてみよう
　世界最高峰のグランドピアノを演奏することができま
す。練習やミニコンサートなど演奏方法は自由です。あな
ただけのすてきな演奏会を開いてみませんか。
日時／7月17日㈯　9時～17時（1組30分）
場所／大ホール
対象／ピアノ経験1年以上で、小学生以上の市民の方
定員／先着11組　　参加費／1組1,000円
申込期間／6月7日㈪～
　（受付：平日9時～17時）
　リバーサイドブラス�in�2021
日時／8月8日㈰　13時30分（開場：13時 ）
場所／大ホール
出演団体／岩沼市吹奏楽団、白石市民吹奏楽団、槻木ウィ
ンズサークル、アンサンブルだっちゃ（ゲスト）

チケット／全席自由、一般前売400円（小学生以下無
料）、当日券600円

発売開始／6月1日㈫～
チケット購入場所／市民会館
　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�in�岩沼」
日時／8月22日㈰　15時（開場：14時）
場所／大ホール　　出演／末廣 誠、上野 耕平
チケット／全席自由、一般3,000円、学生1,500円
チケット購入場所／市民会館ほか
　空調設備改修工事のため市民会館のホールなどを
一時閉鎖しています（工事状況により期間変更の場合あり）
場所／市民会館大ホール・中ホール・リハーサル室
期間／6月30日㈬まで（予定）

施設インフォメーション凡 
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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/

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　受講には参加券（一般500円、高校生以下700円）と施設使用料が必要です
1．温水プール「水中運動教室」（要参加券）��
成人対象
●成人水泳教室（初級・中級）
【月・木曜日：14時～15時】
【月・木曜日：19時～20時】

【木・土曜日：10時30分～11時30分】
【金曜日：11時～12時】

●アクアシェイプアップ教室
【水曜日：19時～20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】

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：16時～16時45分】
（4月～9月の期間のみ開催）

2．スポーツハウス棟「陸上運動教室」（成人対象、要参加券）��
●腰・肩・膝痛改善教室
【月曜日：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】
●やわらかボールで健幸教室
【金曜日：13時15分～14時15分】

●カラダのメンテナンス教室 �新�
【月曜日：11時15分～12時15分】

●楽しく有酸素運動教室
【火曜日：13時15分～14時15分】

●Z
ズ ン バ

UMBA®（ダンスエクササイズ教室）
【火曜日：10時～11時】
【木曜日：13時30分～14時30分】
●アクティブヨガ教室
【水曜日：17時～18時】

新型コロナウイルスの影響による臨時休館期間の利用券などの取り扱いについて
年間会員券：有効期限が令和3年3月27日以降の方は2カ月延長
　　　　　　（例：令和3年5月1日有効期限→令和3年7月1日まで延長）
運動教室参加券：前年度購入分は令和4年3月31日まで使用可能
健幸カード：初回ご利用時に旧カードから新カードへ移行（カード終了枚数とポイントは引き継ぐ）

グリーンピア森の散策会
2日㈬　里山保護活動
9日㈬、25日㈮　定例散策
集合／食菜館ひまわり前

森のサポーター
27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）

ノルディックウオークいわぬま
14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。

市ホームページで公共施設の予約状況が確認できます
　市ホームページ（  https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisetsuyoyaku）で施設の利用予約状況が見られる
ようになりました。なお、市ホームページから利用予約はできませんので、予約を行う場合は各施設に直接申し込みく
ださい。

オリンピアン畑中みゆき氏による健康体操教室
　元オリンピック選手である畑中みゆきさんを講師として迎えた体操教室を開講しています。ピラティスの動きやセ
ルフマッサージの仕方など、さまざまな要素を取り入れた教室です。運動教室になじみのない方でも気軽に参加でき
る内容になっています。
日時／1日㈫、15日㈫　10時～11時　　場所／2階会議室　　参加料／1,100円

バドミントン専門トレーニング教室�剱持路子先生のちょこっと筋トレ
　以前「成人バドミントン教室」を担当していた剱

けん

持
もち

路子氏を講師に、バドミントンに必要となるトレーニングなどの教
室を開催します。日本代表選手の指導経験がある方の専門的なトレーニングを行います。
日時／毎週金曜日　10時～11時30分（上級）、13時30分～15時（初級）　　場所／1階卓球室
参加料／130円（市内）、190円（市外）、教室券代として別途550円がかかります

回数券のご案内（11回分）
運動教室／6,800円（市内）、7,400円（市外）　　トレーニング室／1,300円（市内）、1,900円（市外）

私たちは スポーツ振興くじ
助成金を受けています。

私たちは スポーツ振興くじ
助成金を受けています。

新型コロナウイルスの影響により、内容が変更になる場合があります。
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