
市民図書館
☎24-3131　  25-1713　  二木2-8-1
 https://www.iwanumashilib.jp/
休館日／�1日㈯～4日㈫、11日㈫、17日㈪、24日㈪、

26日㈬

西公民館
☎22-4677　  25-1720　  松ケ丘1-10-1　休館日／1日㈯～3日㈪、16日㈰

市民会館・中央公民館
☎23-3450　  23-3451　  里の杜1-2-45
休館日／1日㈯～4日㈫、17日㈪
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今月の特集
○一般書のテーマ
　「言葉」
　言語の本、言葉の面白さや
美しさが感じられる本などを
集めました。

○児童書のテーマ
　「お正月・さむいふゆ」・
　「つよいからだ」
　お正月と冬にまつわる本、健
康なからだづくりに役立つ本を
展示します。

阿武隈川児童図画ポスター巡回展
期間／1月27日㈭～30日㈰
場所／市民図書館1階 エントランスホール

蔵書点検による休館のお知らせ
期間／2月15日㈫～18日㈮
・ 2月8日㈫～13日㈰は点検のため、書庫の資料は
利用できません。

・ 東分館（玉浦コミュニティセンター内）は、2月
2日㈬のみ休館します。

西分館休館のお知らせ
　西分館（西公民館内）は、4月に岩沼西コミュニ
ティセンターに移転します。その準備と蔵書点検
のため、2月15日㈫～3月31日㈭まで休館します。
ただし、貸し出しは1月31日㈪までとなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

西公民館主催「眉メイク基本の描き方講座」
　マスクメイクの要、顔の額縁とも言われている眉は、自分の印象を左右
する大事なパーツです。眉を変えることで新しい自分に出会えるかもしれ
ません。自分をもっと楽しんでみませんか。
日時／1月27日㈭　14時～15時30分　　場所／西公民館2階 集会室
講師／ホリ クミ氏　　定員／先着15人　　参加費／無料
持ち物／顔全体が写る大きさの鏡、眉用ハサミ、眉ペンや眉マスカラなど
（道具は貸し出しません）
申込方法／1月12日㈬から電話または直接申し込み（定員になり次第受付
終了）、以前受講したことがある方は1月24日㈪から申し込みを開始し
ます

※新型コロナウイルス感染状況により、開催中止となる場合があります。

岩沼福寄席
日時／1月22日㈯　14時（開場：13時）
場所／大ホール
出演者／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
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（ファミリー
マート）

いわぬま市民劇団ウィープ第20回定期公演
「たんさん」
　10月16、17日の延期公演です。
日時／3月26日㈯　①14時30分、②18時30分、
27日㈰　13時30分

　（開場：各公演開演時間の30分前）
場所／中ホール
チケット／全席自由　一般1,000円、
　高校生500円、中学生以下無料（要整理券）
発売開始／2月以降（予定）
※ 詳しくは、広報いわぬま2月号でお知らせします。
チケット購入場所・整理券配布場所／市民会館

※ 各イベントについては、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、市民会館ホームページをご確認ください。

※ やむを得ない事情により、入場制限や公演内容
の変更、または開催中止となる場合があります。

施設インフォメーション凡 

例
Eメールアドレス
ホームページHP
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ハナトピア岩沼
☎23-4787　  24-4887　  三色吉字雷神7-1　休館日／1日㈯～4日㈫

体験講座（市内在住または市内在勤の方対象）
講座名 雑貨ペイント バレンタインの

石けん作り お菓子教室 漬物教室 農産加工 家庭菜園

内　容
白磁に絵付け体験
（マグカップまたは湯
のみ）
※ 焼成後にお渡し。

チョコレートの
ような石けん作
り

・ 栗の渋皮煮の
　ロールケーキ
・ あん＆クリーム
チーズのパン

白菜キムチ作り こんにゃく、田楽
みそ作り
（実習）

・肥料について
・病害虫防除方法
　（講義）

日　時
1月30日㈰

①9時30分～12時
②13時～15時30分
（①、②より選択）

1月16日㈰
10時30分
～12時

1月23日㈰
10時～13時

2月27日㈰
①10時～12時
②13時～15時
（①、②より選択）

1月28日㈮
9時30分～13時

1月16日㈰
10時～12時

場　所 研修室第2 ギャラリー 体験加工室 コンピュータ室
定員

（最少催行） 各6人（1人） 5人（1人） 12人（4人） 各20人（5人） 12人（4人） 16人（4人）

締　切 1月20日㈭ 1月7日㈮ 1月14日㈮ 2月17日㈭ 1月20日㈭ 1月7日㈮

参加料 700円～1,200円
（材料費含む）

2,500円
（材料費含む）

4,500円
（材料費含む）

2,000円
（材料費含む）

1,200円
（材料費含む） 500円

講　師 曵
ひき
地
ち
 未紀さん 小泉 富士子さん 只木 満理さん 布田 愛子さん 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

学校施設の開放について 学校施設の開放について   
令和4年度　学校施設（屋内運動場・校庭）の開放に関する利用団体登録の受け付け
　学校開放は、定期的にスポーツ活動などを行う市民が、学校教育に支障のない範囲で学校施設（屋内運動場・
校庭）を利用できるように定めた制度です。利用を希望する団体は、登録が必要です。なお、申請期限以降、
令和4年度中の追加登録は行いませんので、ご注意ください。
　また、新規団体の登録に当たっては、新規団体説明会を行います。団体の代表者（または代理人）は、必ず
出席してください。新規団体説明会に出席しない団体は、登録申請を取り消したものと見なします。その場合
は、学校施設の利用はできませんのでご注意ください。
　令和３年度までに学校開放の登録実績がある団体については、説明会の出席は不要です。登録後に送付する
資料を団体内で共有して使用してください。
登録条件／次の①～④全てを満たしていること
　① 構成員全体の8割以上が市民または市内の職場に勤務する人で構成された、スポーツ活動などを目的とす
る団体であること

　②会則・規約などを有し常時10人以上で定期的な活動を行っていること
　③スポーツ安全保険に加入していること
　④ 令和4年度学校施設の開放に関する調整会議に出席し、各学校施設の利用上のルールを確認・厳守できること
登録申請期限／1月31日㈪（ファクス不可）　　提出先／総合体育館（〒989-2427里の杜1-1-1）
提出書類／①令和4年度学校体育施設定期利用登録票、②構成員名簿
※ 用紙は、総合体育館で配布のほか、総合体育館のホームページでダウンロード可能です。（1月中旬掲載予定）
※ 令和3年度の登録団体には、事務連絡担当者宛に郵送しますのでご確認
ください。

問／生涯学習課（☎内線572、573）、総合体育館（☎24-4831）
新規団体説明会
日時／2月18日㈮　19時～
場所／総合体育館　2階 会議室

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／1日㈯～4日㈫

成人運動教室について
　総合体育館の大規模修繕に伴い、全ての成人運動教室を休講して
います。　　期間／2月中旬まで

回数券のご案内
トレーニング室（11回分）／
　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。

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　休館日／1日㈯～4日㈫
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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．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】

※10日㈪は祝日のため教室はお休みです。
※水中ウォーキング教室は開催を見合わせています。ご了承ください。
※一般のプール利用については、混雑状況により入場を制限することがあります。
※親子水泳教室の今年度の開催は終了しました。
※ 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。

年始休館日について
●温水プール、屋内・屋外スポーツ施設、トレーニングルーム、食菜館ひまわり
　1月1日㈯～4日㈫

お年玉スタンプについて
● 今月は1人1回に限り、利用時に押す健康カードのスタンプを、お年玉としてさらに3個差し上げます。

入浴施設回数券の払い戻しについて
　ホテルの営業終了に伴い、入浴施設回数券の払い戻しの手続きを行っています。
受付期間／3月31日㈭まで
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、問い合わせください。

里山散策（10時～12時）
グリーンピア森の散策会�※新しい会員を募集中です。
28日㈮　定例散策
集合／食菜館ひまわり前

森のサポーター�※新しい会員を募集中です。
23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）

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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