コミュニティ・アイ
スーパーアサノ様（逢隈店）、au様（亘理店）、亘理ザッタ市様、カフェプチットジョア様、橋元商店様
設置店
フレスコキクチ様（山下駅前店）、亘理町商工観光課様、亘理町財政企画課様、亘理町商工会様、山元町産業振興課様
毎月10日発行／岩沼版14,700部 名取版23,000部 柴田･大河原版15,200部

2017年4月10日発行

地 域 密 着 型 ポ ス テ ィ ン グ 情 報 誌 vol.9

亘理・山元版 11,000部

［community ai］

うら面は…４エリア共通

求人情報!

モデルハウスOPEN

人と企業をつなぐ！求人紙

年
2017

発行総数63,900部！

常磐線

●来場者に粗品プレゼント
●モニターキャンペーン

受講生随時募集中！体験学習できます。
お気軽にお問い合わせください。

車道
常磐自動

亘理町中泉

阿武隈川

板橋胃腸科肛門科
52
亘理町田沢

サークル紹介

☎0223-35-7727

亘理IC
269

【ドッグスクール和（なごみ）佐藤和平様】

■ 亘理こどもサポートセンター 寺子屋 いちごっこ

逢隈
中学校

浜寿し
JA農業
センター セブンイレブン

味ざんまい 会 場

逢隈駅

亘理郡亘理町
逢隈下郡横捲
105-4

123

6

幸楽苑

52
6

【山元町「手編み教室」】

会場

味ざんまい

NEW OPEN

地域情報
うら
面は

今月の

四字熟語

明朗快活

求人紙「コネクト」

新色登場で女性らしさを表現する

●カラー＆カット￥10,800 〜⇒￥9,720 〜（ⓈⒸⒷ）

女性らしいやわらかさを表現出来るパーマ

亘理 桜十選展 〜おらほの桜〜

【有効期限】
H29 年 5 月末まで

日時：４／１ ㈯ 〜 27 ㈭
場所：悠里館ギャラリー
内容：亘理桜十選に選ばれた桜の写真
や、公募で選ばれた短歌･俳句そ
して、亘理の桜マップを展示し
ます。
問い合わせ：亘理地区まちづくり協議会
☎0223-34-8583

●パーマ＆カット￥10,800 〜⇒￥9,720 〜（ⓈⒸⒷ
〜（ⓈⒸⒷ）
〜（
ⓈⒸⒷ）
ⓈⒸⒷ
）

意味：明るくほがらかで、はきはきとして元気がよいこと。
用例：今年の新入社員は明朗快活で成長が楽しみだ。

●カット￥4,860 〜⇒￥4,374 〜（ⓈⒸⒷ
〜（ⓈⒸⒷ）
〜（
ⓈⒸⒷ）
ⓈⒸⒷ
）

〒989-2434 岩沼市藤浪１丁目４-35「各コーナー係」
■TEL：0223-22-2221 ■FAX：0223-29-2858
■E-mail：com-i@kunii-print.com ■URL：www.kunii-print.com/

無料体験実施中

080-5553-5009

爆爆
アサノ

s e r i e s

て活躍を目指す為、栃木県の警察犬訓練所で、家
庭犬、嘱託警察犬などの育成を行いながら、訓練
士としてのスキルを磨き約8年勤務しました。「当
時は早朝4時起床、業務終了が深夜までに及ぶこと

h u m a n

も少なくなかったです（笑）」と当時の激務を振り

愛犬とより楽しい毎日を！

v o l . 7

― ドッグスクール和（なごみ）佐藤和平様

返り懐かしそうに話してくれる佐藤さん。
平成28年4月に地元亘理町へ戻り、5月に独立し、
自宅で「ドッグスクール和（なごみ）」を開業しま
した。家庭犬のしつけ（噛み癖、無駄吠え、トイレ）

今回は、ドッグスクール和（なごみ）公認訓練

や警察犬、災害犬の育成などを行っています。愛

士である佐藤和平（かずへい）さんを紹介します。

犬との生活の中で、しつけがうまくいかず悩む飼

佐藤さんは、亘理町出身。地元の小・中学校を卒

い主さんも少なくないそうです。ドッグスクール

業し、仙台市内の高校へ進学しました。子供の頃

和ではそんな飼い主さんの悩みを受け、愛犬とよ

から動物好きだった佐藤さんは高校3年生の時、当

り楽しい生活ができるサポートをしてくれます。
葉が何よりも嬉しいそうです。今後は、飼い主さ

ないかな！？）と思い、そこから一大決心をします。

ん同士がコミュニケーションの場所として利用で

思い立ったら即行動！の佐藤さんは、仙台総合

きる新店舗を設け、ドッグトレーニングの大切さ

ペット専門学校への進学を決め、2年間犬の専門知

を広めていけるよう日々活動していくそうです。

識を学びました。卒業後は、将来犬の訓練士とし

佐藤さんの益々のご活躍をお祈りいたします。

このコーナーは地域で活躍されている方々を紹介するコーナーです。

サークル紹介

亘理町図書館よりお知らせ
①おはなし会
司書によるおはなし会
日時：４／ 12 ㈬ ・４／ 19 ㈬
４／ 26 ㈬
15:30 〜
場所：図書館 子ども読書コーナー
対象：幼児〜小学生
②ぽっぽのおはなし会
図書館読み聞かせボランティアぽっぽ
と司書によるおはなし会
日時：４／ 13 ㈭ ・４／ 27 ㈭
11:00 〜
場所：図書館 子ども読書コーナー
対象：０〜３歳対象
③スペシャル☆おはなし会
こども読書週間にちなんだ図書館読み
聞かせボランティアぽっぽと司書によ
るおはなし会
日時：４／ 26 ㈬ 15:30 〜
場所：図書館 会議室
問い合わせ：亘理町図書館
☎0223-34-8700

山元町「手編み教室」
今回は、平成4年から山元町の伝承館にて活動している手編み教室を紹介します。毎週
水曜日の午前9時半〜午後3時まで、お弁当持参で和気あいあいと楽しく活動しています。
最高齢の方は、なんと94歳！編み物の魅力は、まずは老化防止（笑）また毛糸で編んだ
ものは、温かく、自分の体にフィットして既製品とは比べ物にならない。そして、デザイ
ンに飽きたらほどいてまた違うデザインに変えることができるのも魅力的とのこと。
これまでの主な作品には、チュニック・帽子・マフラー・ペットボトルケース・たわし・
ふくろう型の芳香剤入れ（写真）などなど。編み物歴50年の平田令子先生は「今秋11月3
日（金）と4日（土）の発表会（山元町公民館にて開催予定）に向け今か
らみなさん作品作りに精を出しています。」とのことです。皆さんの丹精
込めた作品が並ぶ発表会が今から楽しみです。一緒に編み物を楽しみた
い方を募集しています。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
■お問合せ：090 ｰ 2602 ｰ 2488

平田令子

クロレラQ&A説明会開催！
―――――― 4月22日㈯

文明堂工場直送品

■ くすりのおおくま
肥満や生活習慣病改善にオススメです！
お薬やサプリメントと違い、天然の筑後株クロレラ
100％の健康食品です。毎日30 〜 45粒食べて「みどり
の野菜＋いらないものの排出効果」を実感してください！

☎0223-34-8667

YKK ap
テラス屋根ヴェクター F 型

ゆったりとした時間の中で自分の体の
声、心の声に耳を傾けてみませんか…
日時：４／ 15 ㈯ 10:00 〜 16:00
場所：サティナライフ森の家（泉区福岡）
参加：入場無料
（ワークショップへの参加には料
金がかかります。詳しくはFBを
ご覧ください）
問い合わせ：せのお
☎022-386-6444（20:00 〜 22:00）
FBURL：https//www.facebook.com/yugafujikan

コカリナ・マリンバ・尺八
ほっこりコンサート
日時：４／ 16 ㈰ 開場13:00 開演13:30
場所：荒浜地区交流センター 体育室
参加：入場無料
出演：コカリナ奏者 鈴木鈴子
マリンバ奏者 藤本亮平
尺八奏者 板橋淡博
問い合わせ：荒浜地区まちづくり協議会
☎0223-36-8189

亘理神社 春の例祭
日時：４／ 16 ㈰
９:00 〜 祭儀執行
９:45 〜 みこし渡御、出店
13:00 〜 演芸（カラオケ、太鼓演奏 等）
場所：亘理神社
問い合わせ：亘理神社
☎0223-34-1884

認知症カフェ「ちょっこら」参加者募集
お茶を飲みながらゆっくり語り合った
り、軽く体を動かしたり、ちょっとた
めになる話を聞いたりと、楽しく過ご
せるカフェタイムを設けました。どな
たでもお気軽にお越しください。
日時：4 ／ 19 ㈬ 10:00 〜 11:30
場所：亘理町中央公民館 ２階大ホール
内容：お茶を飲みながらの交流会
（認知症についての相談等も承ります）
講話「認知症ガッテン！」
（10:30 〜 11:30）
認知症の症状・対応方法・予防
について正しい知識を学び、実際
に体を動かしてみましょう！
講師：みやぎ心のケアセンター 保健師
参加：無料（申込不要）
（コーヒー・お茶＆お茶菓子付き）

七十七
銀 行

対象：物忘れがある方、家族、認知症
に関心のある方どなたでも。
問い合わせ：亘理町地域包括支援センター
☎0223-34-1331

グリーンフェア
苗、植木、直送名取筍、直送いちごを
おトクにお求めいただけます。
日時：４／ 30 ㈰ ６:00 〜 13:00
※なくなり次第終了。
場所：閖上朝市
問い合わせ：ゆりあげ港朝市協同組合
☎022-395-7211

金蛇水神社 花まつり
日時：５／８ ㈪ 〜５／ 21 ㈰
８:30 〜 16:30
場所：金蛇水神社
参加：入園 大人200円 高校生以下無料
問い合わせ：金蛇水神社
☎0223-22-2672

ウィンドアンサンブルブレーメン
第3回定期演奏会
「昼下がりの音楽会」
ブレーメンではなかなか演奏しない吹
奏楽オリジナル曲や、みなさまお馴染
みの曲まで演奏します。
日時：５／ 13 ㈯ 13:30開場 14時開演
場所：岩沼市民会館 中ホール
参加：無料
問い合わせ：事務局 佐藤
☎080-3336-7050

春の里山ハイキング
蔵王町宮から青麻山展望台を通り、遠刈
田温泉までのハイキングです。最後は温
泉で汗を流し、疲れを癒しましょう。
日時：５／ 14 ㈰ ６:30集合
場所：岩沼駅東口
参加：1,000円（他に交通費等実費）
対象：小学生以上の健康な方
持ち物：昼食、行動食、水筒、マグカッ
プ、雨具、健康保険証など
申込：住 所、 氏 名、 性 別、 電 話 番 号、
生年月日を明記の上FAXにて５
月８日まで受付
問い合わせ：岩沼歩いて暮らせるまち
づくりネット 最上
☎0223-35-7227

いわぬま市民劇団ウィープ
演劇ワークショップ
ゲーム感覚で声を出したり身体を動か
したり楽しく演劇に触れて頂けます。
日時：５／ 14 ㈰ ９:00 〜 17:00
場所：岩沼市民会館 中ホール
参加：無料
問い合わせ：いわぬま市民劇団ウィープ
mail：Sugai1958@yahoo.co.jp

楽農村で遊ぼう
外で思いっきり遊びたい子ども＆大人、
大歓迎です！！敷地内にある土・火・
草・水などの要素を自由に使って、子
供も大人も「やってみたい」ができる
場です。決まったプログラムはありま
せん。たき火での料理や、穴を掘ったり、
ドラム缶風呂を沸かして入ったり。出
入り自由で好きな時に参加できます。
日時：５／ 21 ㈰ 10:30 〜 15:00
場所：産直朝どり＋楽農村 岩沼市早股
字松原178−８
問い合わせ：認定ＮＰＯ法人冒険あそ
び 場 せ ん だ い・ み や ぎ
ネットワーク
☎070-6951-5991

お茶
（抹茶）を体験してみませんか？
日本文化のお茶（抹茶）に興味のある方、
無料体験行っております。（お一人様、
一回）ご参加お待ちしております。
日時：毎月第１・第３金曜日 10:00 〜 12:00
場所：裏千家茶道 佐藤宗洋（自宅）

NEW

JA

⇨ 本体価格￥
施 工 費￥
合

※オプション別途

山元町のつばめの杜に、3/1にオープンしました。震

そうです。おすすめは、豚骨スープの九州ラーメン600
円。みそラーメン600円、しょうゆラーメン600円も根
強い人気です。皆さまのお越しをお待ちしています。

九州ラーメン タカサキヤ
亘理郡山元町つばめの杜3丁目1-1
☎0223-36-7154
■営業時間／ 11：00 〜 16：00
■定休日／日曜日・祝日

IC
山下二小
6

さよならお風呂洗い！ 詳しくはお店まで！
入り終わったら「ピッ」で自動洗浄。

コーヒーやお茶・赤ちゃんのミルクづくりなどに
役立つ温水も、
手軽にご利用いただけます。
ミネラルウォーター宅配サービス
※毎月注文のノルマ等はありません

「それぞれの未来」と「これからの未来」

お値段そのまま、ワンランク上のお風呂
ゴシゴシしなくても大丈夫、いつもキレイ！
1回の洗浄で約19円だから毎日でも安心！
さらに、洗剤の補充は月1回のみ！

■ ㈲トータルライフカンノ

☎0223-22-2209 ■0120-801-885

岩沼市藤浪1-9-24
■営業時間／ 8:30 〜 18:00 ■定休日／日・祝日
■岩沼市上下水道指定工事店

安全で快適な住まいづくりをサポート

を創造します

フェンス・ブロック・土留工事及び土木工事一式・設
計・施工、そのほかに里山マットなどの自社製品の開
発・販売まで、私たちは、安全で快適な生活を支援す
る仕事をしています。

2 間× 6 尺

65,000
25,000
計￥ 90,000（税別）

※地域情報は営利を目的としない無料
の情報掲載コーナーとしてご利用頂いて
います。内容や都合により掲載できない
こともございますのでご了承ください。

亘理郡山元町山寺字西頭無 43-46
T E L 0223-37-0147
FAX 0223-37-2044

www.yasudakomuten.com/

■ 株式会社 岩見組
山元町にある、創業40年の地域密着型企業
です。地域の困りごとを少しでも多く解決で
きるよう、社員全員で頑張っています。

☎0223-37-3337

FAX0223-37-3216

亘理郡山元町小平字須崎6-2
■URL ／ http://iwamigumi.com/

6
至角田

庭先やバルコニー空間の日差しをやわら
げ、雨の吹き込みを防ぎます。光と風が
心地よい、さわやか空間を演出します。

（亘理・山元版担当スタッフ）
【掲載希望はこちら】
T E L：080-7960-0050
E-mail：kunii.watariyamamoto@softbank.ne.jp

浜吉田駅
常磐自動
車道

定価 メ ￥164,400

活動内容：航空に関する施設見学、規
律訓練（集団行動）、合宿訓
練（１泊２日 夏実施）、ス
ポーツ観戦・もちつき等の
レクリエーション（活動日
原則月１回）
入団資格：団員→市内または近郊にお住
まいの小学１年生以上の方
幹部団員→大学生以上の方
問い合わせ：事務局 齋
☎090-5358-9779

ホットメニューを移動販売し、多くの来場客に喜ばれた

お試し一週間無料サービス!!

幸楽苑
亘理店

岩沼航空少年団 団員募集

でNewOpenです。山元町の冬の風物詩コダナリエでは、

その他家電品取り揃えております。ガスも家電もお任せください！
6

（亘理町逢隈中泉字東115-24）
日時：毎月第２・第４金曜日 10:00 〜 12:00
場所：逢隈地区交流センター
参加：無料 ※お菓子の準備等がありま
すので参加日の３日前までにご
連絡ください。
問い合わせ：裏千家茶道 佐藤宗洋
☎090-2958-0707

災前は、坂元町の国道6号線沿いにあり今回新たな店舗

●ポリカ屋根 柱標準タイプ

株式会社文明堂銀座店

OPEN

「風呂洗浄」「ふろ 洗浄ノズルからお 洗いが終わったら
自動」のスイッチ 湯と洗剤を噴射し 自動でお湯をはり
を押すだけ。
て、浴槽のすみず ます。
みまで洗います。

亘理郡亘理町逢隈下郡字明神１７４−２
■受付時間／ 10:00 〜 18:00
■定休日／不定休（事前にご連絡ください）

亘理・山元の
みなさまへご奉仕価格！

ゆがふ時間 VOL. ５

清水
歯科

ご来店して頂いた
お客様にクロレラ
3日分プレゼント！

どうしても忙しくて料理や出来合いのもので野菜が
不足しがちな方にオススメなのが「クロレラ」です。
「クロレラ」45粒は緑黄色野菜450ｇに相当します。

地元

カステラ１番、電話は２番、３時のおやつは文明堂♪
ご贈答用のギフト商品や
各種詰合せ品もご用意致しております。
ご予算に応じて詰合せも致しております。
〒989-2433 岩沼市桜３丁目１３－３６
ご来店お待ち致しております。
TEL：0223-22-0002（営業時間：9：30～17：30 まで）

4

会員募集中！

みどり足りていますか！？

カステラ切り落
カステラ切り落し、バームクーヘン切落し等…
ラ切り落
落し、
ク

沼

■定休日／ 4月 18・24日
5月 5・6・7・14・20・29日

山下駅

しい性格で（もっと活発な性格に自分が変えられ

☎090-7065-0428 岩沼市中央1-2-10

■営業時間／ 10:00 〜 18:00

山元

佐藤さんは喜んでくれる飼い主さんの感謝の言

取替プラン（定額） ☎0223-22-0450 FAX0223-22-0469
TOTOピュアレストQR（戸建て）
岩沼市末広1丁目6-3
商品金額（定価）ウォシュレット付
■E-mail : info@mori9.co.jp
他店に負けません！
￥186,600（税別）を
スマホから もりきゅうリフォーム で検索！
消費税・工事費込みで
￥119,600

岩

● 警察署

利用者が作製した 織り反物や編み物・
絵 などの芸術作品と 作業の様子の
写真 の展示会を行います。
日時：４／４ ㈫〜４／ 27㈭ ※毎週水
曜休み10:00 〜 14:00（最終日
は正午まで）
場所：猪股時計店内 市民ギャラリー
（岩沼市中央１- ５-22）
参加：無料
問い合わせ：障害者地域就労支援センター
ひまわりホーム 千葉・国中
☎0223-24-5841

マツヤ
デンキ
三上医院

常磐自動車道

時大変可愛がっていた愛犬が、あまりにもおとな

㈲森 久 設備

五間堀川

亘理 I C
逢隈中

■ もりきゅうリフォーム

※写真はイメージです
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●すき家

亘理郡亘理町逢隈牛袋字谷地添10-2
逢隈教室 ･ 南仙台教室の 2 教室を展開しております。■時間無制限／ 17:00 〜 22:00
家庭教師の派遣など気軽にご相談ください。■教材費なし

使用前に自動で水をふきかける「プレミスト」
便座に座ると自動で便器にミスト（水道水）をふきつけて水のクッションを作ります。ツルツル表面で
水と相性のいい「セフィオンテクト」との相乗効果で、
さらに汚れを付きにくく、
落ちやすくする新技術です。
吉野家 ●

☎022-395-7469

阿武隈川

ひまわりホーム利用者 展示会

トイレのリフォームがお得！
新しいトイレで春を迎えよう！

CS230B+SH231BA

☆個人主宰の学習塾ですので、大手ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞの学習塾にありがちな、画一的な業務ﾏﾆｭｱﾙや教
材に縛られることはなく、栄秀義塾の授業は基本すべて私一人が責任を持って行っております。
●大学 / 高校 / 中学受験 英検 / 数検 定期考査対策 不登校サポート etc.
●週 2 回（中学生：5 教科 1 万円台 小学生：国 ･ 算 ･ 数 ･ 英 1 万円未満

■ 進学塾 栄秀義塾

■ よつばBakery

"参考価格6,200円"

地 域情報

春に向けてヘアチェンジしませんか？

【大型玩具店T社専用プリペイド式ギフトカード】

学力別少人数＆個人授業

詳しい場所はご予約後にお伝えしています。

■営業時間／ 9:30 〜 17:30
■定休日／火.土.日.祝日■URL/http://shissy-nail.com

平日10:00〜17:00

今月のプレゼント

コミュニティ・アイのお問い合わせは…

玉浦食彩館、
イトーチェーン
名取西店でもパン販売中です！

☎080-9012-2056 亘理町字新町

せとや

天然酵母のパンと
シフォンケーキ

手伝い致します♪"亘理町 ネイルルーム しっしー "

■ ネイルルーム しっしー

【九州ラーメン タカサキヤ】

【今月の顔】
mille-ﬂeur
オーナー 三松 裕子さんと
エステティシャンのみなさん
亘理町逢隈神宮寺字一郷104-2-202
TEL 0223-36-7292

お爪をキレイにしませんか?毎日をウキウキ過ごせるお
でぜひ検索してくださいね。

幸楽苑
くすりのおおくま

亘理小

FAX 0223-35-7737

亘理郡亘理町字南町東10-1
■実施団体：
■E-mail：terakoya.ichigokko@gmail.com

お爪を削らずにずっと楽しめる
ジェルネイルサロン

亘理駅

［connect］

シリーズひと

学習習慣と基礎学力の定着・向上を個人の学習状況に合わせてサポートし
ます。また、学習面だけでなく交流イベントを通して社会性も育みます。
●週2回、年間80回(小学生18:00 〜 18:50 ／中学生19:00 〜 20:50)
●小学生：5,500円／月、中学生：6,500円／月(教材費込)

 ・
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月号

アットホームな空間で学びをサポート！新年度4/10 〜！

山元
IC
山下駅

