なか面（4エリア共通）
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［conne ct］

そ の 他 読 者 プレ ゼ ント コー

［community ai］

まなびの森の冬期講習はたっぷり 8 日間 !

ナー 等

2 学期までの復習にしっかりと時間をかけると

なか面は４エリア

共通 誌面

64,900部!

☎ 0224-87-6009

志賀智恵子 様】

高校受験対策

地域情報

求人コーナー「
「コネクト」
コネクト」
コネクト

1/3㈭限定 入館料2割引き（17時以降通常料金）

初 湯

大人800円→640円 小人400円→320円

1／3

木

4

1/3㈭・4㈮ともに先着200名様へ粗品進呈

なか面

畳とセットで
お部屋をキレイに！

限定販売

お得

「食事処 四季彩」
11 時〜 L.O 20 時 45 分

柴田郡大河原町新寺字北 185-11

初湯限定特別チケットを昼用／夜用
各100組限定でお得に販売します!!

Tel.0224-51-5110
定休日

22,000 円

ゼミコース（＝少人数指導コース）の特徴
●専任講師中心のわかりやすい授業

●定期テスト・受験を見据えた適切な対策

2,700円〜（税別） 障子 2,000円〜（税別）

●

五間堀川

岩沼
中学校

●

Facebook

●
●

岩沼南
小学校

岩沼みなみ
プラザ

週末
びっくり市

楽々、清潔、便利

ふるさとの味を伝えるお惣菜店

ごっつぉうさん
・鰤照焼・秋刀魚昆布巻・海老宝蒸
・筑前煮・伊達巻・黒豆煮・柿なますほか

お申込みは12月22日までに！

柴田郡大河原町字広表 34-37

能力に限界がありますので、締切日前でも
終了する場合がございます。

☎ 0224-86-5411

＜駐車5台可＞

4

柴田郡大河原町大谷字末広43

大河原
中学校

■営業時間／11:00〜19:00
ご宴会は21:00まで
■定休日／毎週木・日・祝祭日

世代交流
いきいきプラザ

「洗衣ます代」

大河原
税務署

☆惣菜店でもランドリーでもお得！アプリ会員募集中！☆

その他多数商品があります。
詳しくはホームページをご覧ください。

888

海道特生5人前
55貫入5,560 円

海道5人前
50貫入4,740 円

かに・イカ・えんがわ・まぐろ・サーモン
生えび・ビントロ・うに・いくら・穴子

税込 5,110 円

税込 6,000 円

まぐろ・サーモン・イカ・えんがわ・玉子・いそっ子
貝サラダ・いくら・ネギトロ・むしえび・甘エビ
かっぱ巻・かんぴょう巻・納豆巻

大人気

税込 3,780 円

720

北浦 32貫入 2,300 円

イカ・まぐろ・たこ・サーモン・えんがわ・ビントロ
生えび・むしえび・ツブ貝・玉子・ネギトロ・いくら
かっぱ巻・かんぴょう巻

税込 2,480 円

大盛

シャリ 300 ｇ + 50 円

特盛

シャリ 350 ｇ +100 円

126 ネギトロいくら

メガ盛り シャリ 400 ｇ +150 円

ちゃん
も

どれで

1個

ビントロ・たい・まぐろ・たこ・イカ
サーモン・生えび・玉子・穴子・ネギトロ
いそっ子・親子軍艦

らう時が何より嬉しいと話す志賀さん。

シャリ
200ｇ

500

・小どんえび
・小どんまぐろ
・小どんぶつまぐろ
・小どんいくら
円・小どんアボカドネギトロ

税込 540 円

※小どんうにづくしは 800 円（税込 860 円）

810 円 税込 870

600 円
1,100 円 税込 1,180

30 上ちらし丼

甘エビ丼

717 にこにこセット 11貫入
円

円

51 月浦 10貫入

税込 640 円

【受付時間】

〈昼〉10:00 〜 13:45（昼の最終オーダーは 13:45 です）
〈夜〉16:00 〜 20:00（夜の最終オーダーは 20:00 です）
＜ 1,500 円〜配達いたします＞

759 白神 12貫入

850 円

税込 910 円

ホタテ・まぐろ・たい・かんぱち・数の子
いくら・うに・穴子・かに・えんがわ・生えび

844 小どんうにづくし 630 大黒 11貫入
840 小どんちらし 837 小どん
円 税込 860 円
円
ネギトロ

800

463 円

税込 500 円

1,250

優しさと強さ、未来への希望を感じました。
志賀さんの益々のご活躍をお祈りしています。

場所：船岡生涯学習センター
柴田町中名生字西宮前49
参加：入場無料
問い合わせ：船岡生涯学習センター
☎0224-59-2520

「さくら食堂」開催のお知らせ

まぐろ・たい・サーモン・かんぱち・かに
生えび・ホタテ・中トロ・穴子・数の子
いくら・うに

和紙あかり
（クリスマスツリー）制作体験会
真っ白な東山和紙で小型竹かごに一閑張りを
施しツリー内部にも東山和紙を貼って雪に見
立て、LED照明で4色に輝きます。講師は和
紙民芸処キィ＆ルゥ。
日時：１２／２1日 ㈮ 10:00 〜 12:00
場所：まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）

店舗

スクールを紹介します。現在のメンバーは、5歳から54歳までの男女。年代を問わず楽しめ
るアットホームな雰囲気の中で活動しています。指導は、地元のプロスケーター 阿相直樹さ
ん。基本はしっかり教えながらも、一人一人がその日にやりたい事を尊重しサポートしてくれ
ます。現在最年少の女の子は4歳から通い始め、中学生のお姉さんが憧れの存在なんだと
か。
レンタルボードもあり、道具を揃える前に体験することが出来ます。

アパート

テナント等

大河原町少年剣道スポーツ少年団 団員募集
子どもたちに剣道を通じて礼儀作法の大切さ
と忍耐強さを教えています。見学無料。

マンション

TEL 0223-23-0326
090-1938-8010

【有効期限】
H31 年 1 月末まで

●カット￥4,860 〜⇒￥4,374 〜（ⓈⒸⒷ）
スタッフ募集中 !!（ママさんスタッフも歓迎）

年末年始
12/31 〜 1/3
までお休みとなります

日時：土曜日 9:30 〜 11:30
場所：大河原町総合体育館(はねっこアリーナ剣道場)
問い合わせ：小畑
☎0224-86-5411

大河原町駅前図書館よりお知らせ

参加：申込不要 会場に直接お越し下さい
休館日：毎週月曜日（月曜祝日の場合、翌火曜日）
毎月第１木曜日
（休日の場合第2木曜日）
開館時間：火曜〜金曜日 10:00 〜 19:00
土・日・祝日 10:00 〜 18:00
問い合わせ：大河原町駅前図書館
☎0224-51-3330

お正月の遊びとお話しの会
ゴムてっぽうで当たりをねらおう！
①お話し会拡大版
大河原警察署からのお願い
読み聞かせボランティアと司書による、絵本
「タイヤ交換は済みましたか？」
の読み聞かせや手遊びなど、遊びを交えた楽
しいお話し会
雪が降り、路面が凍る季節です。
②お正月遊び体験
滑走事故防止3原則を実践しましょう！
ゴムてっぽう・おはじき・けん玉・こま回し
１ 急ブレーキをかけない（車間距離をとりましょう！）
など※ゴムてっぽうは（定員30名まで）
日時：平成31年1 ／ 13 ㈰ 10:15 〜 0:00
２ 急ハンドルを切らない（慌てずに運転しましょう！）
琴・三絃・尺八邦楽の調べ
（受付10時00分〜）
３ 急加速しない（余裕を持った運転をしましょう！）
第2回 sou・no・kai 演奏会
場所：オーガ2階 イベントホール
「みんなで協力して、柴田町・大河原町・
対象：小学生向け
邦楽でゆったりしてみませんか？
（未就学児は保護者のお手伝い必要）
日時：12 ／ 23 ㈰ 開演13:30（開場13:00）
村田町・川崎町から交通事故
場所：槻木生涯学習センター ホール
参加：無料（申込不要）会場に直接お越し下さい
をなくしましょう!」
参加：入場無料
「絵本のお話し会」
問い合わせ：sou・no・kai
読み聞かせボランティアと司書による絵本の
エフエムいわぬま
☎0224-55-2259 若松
読み聞かせ会です。毎月、絵本や紙芝居、大
型絵本、手遊びなどを交えながら楽しむ会と
妊産婦サロン〜ママすまいる〜
なっておりますので、ぜひお越しください。
妊婦さんや子育て中のママ、パパ、ご家族を
日時： 2 ／ 9 ㈯ 11:00 〜 11:30
対象に、赤ちゃんのお世話体験や交流、情報
エフエムいわぬま
検索
※１月のお話し会は1/13 ㈰ のイベントにか
交換を行っています。ぜひお越しください。
えさせていただきます。
・ミニ講話「妊娠中の健康管理についての話」
場所：絵本と学びのへや
「インターネットサイマルラジオ」放送中！
・赤ちゃんのお世話体験(自由参加)
参加：申込不要 会場に直接お越し下さい
日時：12 ／ 26 ㈬ 10:00 〜 11:30
おおがわら星空さんぽ
（柴田・大河原版担当スタッフ）
【掲載希望はこちら】
9:30 〜カフェスペースとしてOpen♪
高精彩な家庭用プラネタリウムで、天文学に
T E L：080-7963-6686
（受付時間 9:45 〜 10:00）
詳しい先生方による今夜の星空の投影と解
E-mail：kunii.shibataoogawara@softbank.ne.jp
場所：柴田町保健センター１階
説、星座や神話などをお話しします。あなた
参加：無料
（要予約） 母子手帳、筆記用具持参
※地域情報は営利を目的としない無
を星の世界に誘います。
問い合わせ：柴田町健康推進課 保健班
料の情報掲載コーナーです。内容等に
日時：1 ／ 27 ㈰ ①11:00 〜②13:00 〜
☎0224-55-2160
より掲載できない場合もございます。
（それぞれ40分ぐらい）
次号分は12月20日まで受付
たんぽぽ食堂開催のお知らせ
場所：絵本と学びのへや
おばちゃんたちが、おいしいごはんを作って
まってます。カフェスペース開放中は卓球台や
NEW OPEN
学習室が利用できます。※食事や席に限りが
初めての方でもゆっくり寛いでもらえるよう、イ
あります。 満席の場合入店をお断りする場合
ンテリアにもこだわった完全個室のプライベー
がございますのでご了承ください。駐車場は
トネイルサロンです。
ございますが少数なので近隣乗り合わせのう
丁寧なカウンセリングと、複数あるベースジェ
えご来場ください。
ルから最適なものを選んでくれるので、持ちの
日時：1 ／ 8 ㈫
良さに定評あり。気軽に相談しながら、素敵な
カフェスペース開放 15:30 〜 17:15
デザインに仕上げてくれます。
「サロ
お食事時間
17:30 〜 18:30
ンドクレヴィオ」で検索してみてくだ
（入店は午後6時までになります）
さい♪ ワンカラー \4,320円〜 他
時間帯が変更になる場合があります
場所：福祉センター 1Ｆ
ネイルサロン Salon de CREVIO
料金：中学生以下無料 高校生以上 300円
柴田町大字船岡字七作143-1 ☎0224-87-8784
船岡中●
問い合わせ：大河原町社会福祉協議会
■営業時間／平日10:00〜20:00(最終受付18:00)
☎0224-53-0294

塗装歴22年の技術で幅広く対応

●ハイライトカラー＆カット
￥13,500 〜⇒￥12,150（ⓈⒸⒷ）
●カラー＆カット
￥10,800 〜⇒￥9,720 〜（ⓈⒸⒷ）

■所：大河原リバーサイドスケートパーク
■日時：毎週土曜日※季節により時間が変わります
15:30 〜 16:30(10月〜 3月) 16:30 〜 17:30(4月〜 9月)
■お問い合わせ：オザワ商店 ☎022-246-5657■E-mail ／ mail@ozawa-store.com

クリスマスの名作と東北の名作、短編映画2本
立てで2回上映します。お気軽に観に来てくだ
さい♪作品「サンタさんは大いそがし」
「銀河
鉄道の夜」
（途中休憩あり）
日時：12／22 ㈯ 9:30〜11:30
場所：槻木生涯学習センター 1階ホール
参加：無料(未就学児は要保護者同伴)
問い合わせ： 槻木生涯学習センター
☎0224-56-1997

個人のお客様も企業様も承っておりますのでお気軽にご
相談下さい。

岩沼市桑原1丁目11-35

スケートボード専門店 オザワ商店さんが窓口ですので、体験希望日前日
までにお気軽にご連絡ください。

子ども映画まつり

コクグレージュでコクとやわらかさを両立
円

大河原公園内に整備されたスケートパークで、毎週土曜日に練習しているスケートボード

ゆる.ぷら
参加：600円（材料費）定員8名 エプロン持参
申込：12 ／ 15 ㈯からゆる.ぷらまで
問い合わせ：まちづくり推進センター ゆる.ぷら
☎0224-86-3631

深みとやわらかさで、もっと品よく、きれいな私へ。

889 海道特生1人前 12貫入

1,580 円 税込 1,700

普段がんばっているお母さん達を応援したい
と始めて3年目になります。月1回でも夕食
作りから解放されませんか？どなたでもお気
軽にお出かけください。18:00以降に食事を
とりたい方は、ご連絡ください。
日時：12 ／ 21 ㈮ 茶話会15:00 〜 17:00
夕食会17:00 〜
場所：土手内1丁目集会所（船岡駅の裏です）
会費：子ども（高校生まで）100円
大人 300円（茶話会だけ参加 100円）
問い合わせ：さくら食堂 菅野
☎080-2810-3418

一般住宅

敏 マルトシ塗装

税込 1,350 円

人は宝物だと終始笑顔で話してくださる姿に、

絵本の読み聞かせ
第27回 角田ベートーヴェン第九公演
日時：12 ／ 1・8・15・22、1 ／ 5（各土曜）
東北出身の声楽家が角田に集結！素晴らしいソ
10:30 〜 11:30
リストと仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団
紙芝居の会
を迎えて、合唱団が歌います。第1ステージは
日時：12 ／ 9 11:00 〜 11:45
【オーケストラといっしょに歌おう子ども合唱
開館時間：火〜金 10:00 〜 19:00
団】とともに「冬」のメドレー曲。第２ステー
土日祝 10:00 〜 17:00
ジはベートーヴェン第九を。
問い合わせ：柴田町図書館
日時：12／16 ㈰ 開演14:30（開場 14:00）
☎0224-86-3820
場所：かくだ田園ホール(角田市角田字牛舘10)
「2018 コダナリエ」開催のご案内
入場料：前売り2,000円 当日2,500円(全席指定)
チケット取扱：角田市市民センター、いとや
イルミネーション「コダナリエ」も今回で7
問い合わせ：角田：ベートーヴェン第九
回目を迎えます。色とりどりの光に埋もれて
「喜びのうた」を歌おう会
笑顔になって頂けたら幸いです。
☎090-2980-2073 立花
日時：12 ／ 9 ㈰〜 H31.1 ／ 12 ㈯
17:00 〜 21:00（4時間）
まちづくり推進センターよりお知らせ
初日16:30 〜オープニングセレモニー
場所：小平農村公園内（山元町小平字舘18-1） 「いのししのはごいた飾り」和紙工芸体験会
2019年の干支は「いのしし」です。今から
問い合わせ：実行委員長 山上
準備をして、新年を迎えましょう。講師は大
（山元町小平字舘40）
槻幸子氏をお迎えします。
☎070-2020-5701
日時：12 ／ 16 ㈰ 10:00 〜 12:00
E-mail ／ yamakami@oregano.ocn.ne.jp
参加：750円（材料費）定員15人（先着順）
Facebook ／コダナリエ
持ち物：はさみ、ボンド、おてふき
思太田窯三人展
申込：12 ／ 14 ㈮まで下記へお電話下さい
しばたおもちゃ病院
思太田窯開窯36年、次男理彦が作陶に加わり
壊れたおもちゃを直します。
初の三人展。それぞれの色、象（かたち）の
日時：12 ／ 23 ㈰ 10:00 〜 12:00
作品をご高覧下さい。
参加：無料 ※部品を交換した場合は実費負担有
日時：12／13 ㈭〜12／24 ㈪10:30〜17:00
予約不要
場所：アートスペース無可有の郷
場所：まちづくり推進センター
（柴田町海老穴海老沢131）
（イオンタウン柴田内）ゆる.ぷら
参加：入場無料
問い合わせ：まちづくり推進センター ゆる.ぷら
問い合わせ：アートスペース無可有の郷
☎0224-86-3631
☎0224-56-3584

・一般建築塗装
・内装塗替
・各種吹付け

スケートボードスクール

らこそ、子どもと関わる人達には
「一人じゃない

さんは、進路を決める際も迷わず保育科へ進学。

「Jingle Bells」
「The Christmas Song」
「さ
やかに星はきらめき」ほか、クリスマスの名曲
をピアノ三重奏(チェロ、ヴァイオリン、ピアノ)
でお届けします♪
日時：12 ／ 15 ㈯ 開場13:00 開演13:30

シャリ
250ｇ

どんぶり

小どん

イカ・むしえび・えんがわ・ツブ貝・たこ
ビントロ・玉子・ネギトロ・貝サラダ・いそっ子

玉子・いなり・むしえび・いくら・納豆巻

母として・保育者として、
どちらも経験があるか

わった人達から、
「 話せて良かった」
という声をも

クリスマスコンサート

静内 51貫入 3,500 円

てに関する様々な相談に寄り添っています。

もに関わる幼児教育をしたい」
と考えていた志賀

子育て講演会「楽しくご飯！にこにこ元気！」
〜親子で食育ミニコンサート〜
どんなことに気をつけて食べさせたら良い？
子どもが喜んで食べるために家庭でできるこ
とは？など親子でミニコンサートを聞きなが
ら楽しく学びましょう！
日時：12 ／ 14 ㈮ 10:00 〜 11:30
場所：船迫こどもセンター
参加：無料（要予約）
講師：みやぎ食育アドバイザー 飯渕由美 氏
問い合わせ：柴田町子育て支援センター
（船迫こどもセンター内）
☎0224-55-5541

ホタテ・かに・かんぱち・たい・まぐろ・生えび
ビントロ・数の子・いくら・うに・穴子

762

10月、町の子育てコーディネーターとなり、子育

よ。子育ても保育も、楽しいよ」
って伝えたい。関

柴田町子育て支援センターよりお知らせ

205

14年前からは専門学校の講師として、保育に
携わりたい人の育成にも力を注ぎながら、今年

仙台市で生まれ育ち、いつからか自然と
「子ど

柴田町図書館よりお知らせ
雛人形と女の子のおもちゃ

岩沼市吹上1-8-54

ました。

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。

★ご注文・ご予約承ります★

縁起物がたっぷり（3,000円〜）

志賀智恵子 様

念願の保育士として忙しくも充実した日々を送っ

隣りにありますよ！

●先着300名様へ
本 店 営業時間／ 10 時〜 19 時
「もちぶた荒挽きウィンナー」無料進呈！ 柴田郡大河原町新寺字北 185-11
●先着300名様へ
Tel.0224-51-5811
広表店 営業時間／ 11 時〜 18 時
「とん汁」
無料サービス！

柴田町船迫こどもセンター
子育てコーディネーター

を転々としていた時も、3人の子育てをしながら、

コインランドリー
年越しオードブル ・惣菜・弁当・オードブル
あらいますよ
・忘年会・新年会（10名様位・飲物持込）

評
大好
とんとん福袋

がんばってるお母さんたちに、
一人じゃないよって伝えたい。

地 域情報

TEL 0223-23-5321

手作りの味が好評！
！

た保育が正しかったかどうかの確認にも繋がり

短大卒業後、結婚し、
ご主人の転勤で県内各地

☎ 0224-87-6026

（税別） 襖

格を取得します。その勉強は、それまでやってき

として活躍中の志賀智恵子さんを紹介します。

ふすま・障子 承ります（カードでのお支払いも可）

たたみ工房 ゆさ

広表店は1月4日（金）より営業開始します Tel.0224-53-6211

毎月第 3 水曜日

8 日間

さんは、子どもや家族に関わるカウンセラーの資

参加者募集！

岩沼市マスコットキャラクター
岩沼市マスコットキャラクター

1/3㈭・4㈮ともに終日甘酒無料サービス

営業時間／ 10 時〜 22 時

180 分

もっと勉強したい！との想いが湧いてきた志賀

サークル紹介
大河原

岩
岩沼
沼係
係長
長

●イベントその3

英語・数学

見積無料 畳 5,000円〜

※但し、1，000円の福袋1個以上お買上げのお客様に限ります

【名入りタオル】＋【紅白もち】

22,000 円

施工時の掃除、敷き込み後の畳の乾拭きは心配いりません。家具の移動もこちらで致しますのでお客様は立ち合うだけです。

初売り
今年も発売します！

8 日間

白石川

●イベントその2

金 10:00
START!!

90 分

お任せ下さい！

意味：寒さの非常に厳しいこと。
用例：宮城はこれから冬本番で寒気凛冽身の引き締まる思いです。

●先着プレゼント（お一人様1品限り・先着順）
先着1名様「もちぶたロースブロック1本」
先着15名様「もちぶたしゃぶしゃぶ詰合せ」
先着20名様「もちぶたロース厚切ソテー5枚入り」
先着20名様「もちぶた加工品セット」

2 教科

を見つめる良い機会に。

柴田町では2人目の
「子育てコーディネーター」

畳 信頼出来る地元の店

年末年始は地元酒屋さんの
おすすめのお酒で乾杯！

初湯 ・ 〜とんとんの丘〜もちぶた館 初売り 2018年1月3日（木）10時開店！

●イベントその1

授業料
30,000 円

柴田郡大河原町字幸町 9-19

コミュニティ・アイ設置店のチェックはコチラから ▶▶▶▶▶
おおがわら天然温泉いい湯

日 数
8 日間

まなびの森 大河原教室

【山景の宿 流辿 平日ペア宿泊券】

寒気凛冽

180 分

●
幸町
郵便局

産業道路

今月の

高 3 ゼミ

指導時間

●講師：生徒＝１：２の完全個別指導
●教科担任固定制＝毎回担任の講師が指導
●一人一人に授業形式

【ネイルサロン Salon de CREVIO】

四字熟語

別

教 科
受験 5 教科

個別指導コースの特徴

NEW OPEN

今月のプレゼント

個

大学受験対策

【大河原スケードボードスクール】

【今月の顔】
針生一輝、結光(かずき、ゆうみ)
お互いが大好きな仲良し兄妹です！

コース
中 3 ゼミ

v o l . 2 0

月号

サークル紹介

なか
面は

オーガ●

・1 月 6 日（日）
大河原会場 オーガ
角 田 会 場 オークプラザ
・申し込み 仙南会場事務局

DEC

大河原駅

新みやぎ模試の受験生募集

2018

シリーズひと

いつまでも
仲良く
ニャモね〜！

●つくしの会

志望校合格がグッと近づきます！

白石川

12

【子育てコーディネーター

冬期講習

大河原教室

ていました。ご主人の定年退職を機に一年間休職
し、
ご夫婦で各地を旅したことが、その後の人生

h u m a n

柴田・大河原版 15,800部

あります！

12／24
〜1／5

s e r i e s

〒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/

コミュニティ・アイのお問い合わせは…

土日10:00〜17:30(最終受付15:30) 祝日11:00〜16:30(最終受付14:30)
■定休日／月曜日、第2日曜日 ■駐車場／有り
■LINE ID：@crevio ■クレジット・電子マネー可

●仙台大

