
中央公民館
☎23-3434　  23-3451　  里の杜1-2-45　休館日／18日㈪

市民会館
☎23-3450　  23-3451　  里の杜1-2-45　休館日／18日㈪
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市内公共施設の利用について
　新型コロナウイルスの感染状況により、施設の利用に一部制限がかかる場合があります。
詳しくは、各施設に直接問い合わせください。

中央公民館長賞市民囲碁大会　参加者募集
日時／10月24日㈰　12時～17時
場所／視聴覚室　　対象／市民
競技方法／上級者と初・中級者の2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／10月1日㈮～8日㈮（平日9時～17時、期間厳守）
申込方法／直接または電話で①氏名、②住所、③電話番号、④性別、⑤年齢、⑥段（級）位 
を申し出ください

共催／日本棋院仙南中央支部

いわぬま市民劇団ウィープ第20回定期公演「たんさん」延期のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響により、10月16日㈯、17日㈰に予定していた上記の公演は延期となりました。
今後の日程などは決まり次第、広報いわぬまや市ホームページでお知らせします。

岩沼市民合唱祭延期のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響により、10月31日㈰に予定していた上記の公演は来年度に延期となりました。

市制施行50周年記念事業　第35回みんなで歌う第九の会演奏会
日時／12月19日㈰　15時（開場：14時）　　場所／大ホール
チケット／全席自由　一般3,000円　　チケット購入場所／市民会館
※チケットの発売開始などは決まり次第、広報いわぬまや市ホームページでお知らせします。

May	J.	15th	Anniversary	Jazz	Tour～May	J.azzy	Christmas	Live	in	IWANUMA～
メイ・ジャジー	クリスマスライヴ	イン	岩沼
日時／12月25日㈯　17時（開場：16時）
場所／大ホール
チケット／全席指定　一般5,000円（当日券5,500円）
発売開始／10月8日㈮
チケット購入場所／市民会館、岡文、藤崎、玉浦コミュニティセンター、
　ローソンチケット、イープラス

岩沼福寄席
日時／1月22日㈯　14時（開場：13時）
場所／大ホール
出演／三遊亭小遊三、神田阿久鯉、瀧川鯉斗、ニードル、ねづっち
チケット／全席指定　一般3,000円
発売開始／11月19日㈮
チケット購入場所／市民会館、岡文、藤崎、仙台三越、玉浦コミュニティセンター、
　CNプレイガイド（セブンイレブン、ファミリーマート）

※ 各イベントは、新型コロナウイルスの感染防止対策に留意した運営を行います。
　詳しくは、市ホームページからご確認ください。

施設インフォメーション凡 
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市民図書館
☎24-3131　  25-1713　  二木2-8-1　  https://www.iwanumashilib.jp/
休館日／4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、27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 寄せ植え（プランツ
ギャザリング） 初めてのガーデニング

内　容
初心者のためのフラ
ワーアレンジ
（ラウンド形）

小物入れ（カゴ）に
ミニバラや小花をペ
イント

・ フルーツロール
　ケーキ
・チョコフランス

秋の花苗を使ったフ
ラワーアレンジメン
トのような寄せ植え

宿根草を使った花壇
作り

日　時 10月18日㈪
13時30分～15時

10月29日㈮
9時30分～
12時30分

10月17日㈰
10時～13時

10月17日㈰
①10時30分
～12時

②13時30分
～15時

（①、②より選択）

10月28日㈭
10時～11時

場　所 研修室第2 体験加工室 ギャラリー 研修室第1

定　員 10人
（最少催行：1人）

6人
（最少催行：1人）

12人
（最少催行：4人）

各4人
（最少催行：1人）

15人
（最少催行：3人）

締　切 10月11日㈪ 10月22日㈮ 10月8日㈮ 10月11日㈪ 10月21日㈭

参加料 3,500円
（材料費含む）

1,000円
（材料費含む）

4,500円
（材料費含む）

4,500円
（材料費含む）

1,500円
（材料費含む）

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 菅原 龍也さん

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）

※先着順で受け付けていますが、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。

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
　「自然災害との闘い」
　地震、噴火、鳥獣害など、自
然がもたらすさまざまな災害に
ついての本、防災の本などを展
示します。

○児童書のテーマ
　「ハロウィーン」・
　「おりょうりしてみよう！」
　ハロウィーンと料理にまつ
わる本を集めました。

2階まちかどギャラリーのイベント
展示時間／10時～17時
　岩沼市児童・生徒科学技術作品展		無料		
　児童生徒の科学研究の成果を展示します。
期間／10月2日㈯～12日㈫　（最終日は12時まで）

　おくのほそ道パネル展		無料		
　全国19市町25カ所の国名勝「おくのほそ道の風
景地」を紹介します。
期間／10月14日㈭～29日㈮　（最終日は16時まで）

秋の読書週間
　10月27日㈬～11月9日㈫は、「読書週間」です。読書週間に下記の展示を行います。
　手作り絵本教室作品展示
　8月に開催した手作り絵本教室に参加された皆さんの作品です。館内でご覧ください。
※変更・追加の可能性があります。

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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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/　休館日／18日㈪　各種申請 17時まで

グリーンピア岩沼
☎25-5122　  25-5132　  北長谷字切通1-1
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改修工事に伴う一部利用制限について
　2月13日に発生した地震により損壊したメインアリーナ・サブアリーナの改修工事にあたり、一部施設を利
用中止とします。なお、1階トレーニングルーム、2階会議室、2階卓球場は通常通り開放します。
制限開始／10月11日㈪　　対象／1階武道場（卓球室）、メインアリーナ、サブアリーナ

成人運動教室の開催時間・場所の変更について
　剱

け ん

持
も ち

路子のちょこっと筋トレ～バドミントン専門トレーニング～は、1階武道場（卓球室）利用中止に伴い、
10月15日より、下記の場所に変更となります。また、時間も下記のとおりとなっておりますので、ご注意く
ださい。
時間／13時30分～　　場所／2階会議室　　※初級、上級ともに同時間での開催となります。

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．森のプール「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】

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】

●からだメンテナンス教室
【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】

※水中ウォーキング教室は開催を見合わせています。また、親子水泳教室の今年度の開催は終了しました。
※一般のプール利用につきましては、混雑状況により入場を制限することがあります。
※ 運動制限がある方とオムツが取れていない子どもは、教室に参加できません。今年度初めて参加するときは、
登録申込書（高校生以下の方は保護者の同意が必要）を提出してください。

　
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㈬、22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）
※新しい会員を募集しています。

ノルディックウオークいわぬま
11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。

森のプールの利用休止について
　11月20日㈯から令和4年1月4日㈫までプール槽塗装改修工事のため利用できません。
　（トレーニングルームは利用可）

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。

施設インフォメーション
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