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柴田・大河原版 15,800部

あります！

［conne ct］

そ の 他 読 者 プレ ゼ ント コー

［community ai］

住まいのレスキュー隊！
！

内面は４エリア

お困りの際は
今すぐタカヤにお電話下さい！

ナー 等

共通 誌面

64,900部!

コミュレポ

●洗面化粧台

●内装工事

●外壁塗装工事

●エクステリア工事

http://takaya-1994.com

サークル紹介

【樅ノ木女声合唱団】

NEW OPEN

90

【LULU EYELASH SALON】
内面

【今月の顔】
ボダーコリーのしずかちゃん
先生達に抱っこしてもらって
ハイ！チーズ

大河原警察署

からのお願い

〒 989-1235 柴田郡大河原町字南原町 15-1

地域情報

羨ましい
ニャモ〜〜！

特集「梅雨の今だからこそ気分すっきり
クリーニング特集」
求人コーナー「コネクト」

0120-24-1162

毎週 月曜限定

今年の仙南地域の交通死亡事故は、4月下旬に連続発生するなど増加傾向
にあります。6月は例年、年間で交通事故が多く発生する時期です。
運転手は ○路面状況に応じた走行をしましょう。
○スピードの出し過ぎに注意しましょう。
○横断歩道では確実に左右の安全確認をしましょう。
「国道6号線での事故が多く発生しています。柴田町・大河原町
村田町・川崎町から1件でも多くの交通事故をなくしましょう。」

コミュニティ・アイ設置店

セルフランチ 始めました

のせ放題 海鮮丼

今月のプレゼント

【極上イタリア製レザーカードケース】

860

６／15 〜 8／14まで
©Rakuten Eagles

○中丼 1,080円

船

BOOKOFF
●大河原店

柴田郡大河原町新東 23-1

4
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ジェーエーシー・サポーターズクラブ

「リサイクル」をして「美味しい♪」に会いにいこう！

施設見学

仲間たちでワイワイ楽しく歌っています。
指導は、佐藤玲子先生(指揮)、阿部恵美子先生(ピアノ)にお願いし、年2回の合唱
祭に参加しています。今年最初の大舞台、5月の仙南合唱祭は大成功！次は10 ／
13(日)の柴田町合唱祭に向けて、練習が始まったところです。
声を出すことは健康にも良く、メンバー同士で気兼ねなくおしゃべり出来ることも
練習日の楽しみの１つです。見学は、随時受付中ですので、ぜひ
一度遊びにいらしてください♬
■所：船岡公民館
■時間：毎週金曜日10:00 〜 12:00
■お問合せ：☎0224-57-1344

決算セール
至川崎

至槻木
●大永商店
至大河原

【もちぶたお中元ギフト】

承り中 !

写真はイメージです

「食事処 四季彩」11 時〜 21 時
（L.O 20 時 45 分）
柴田郡大河原町新寺字北 185-11
定休日

毎月第 3 水曜日

本

店 営業時間／ 10 時〜 19 時

柴田郡大河原町新寺字北 185-11

Tel.0224-51-5811
広表店 営業時間／ 11 時〜 18 時

柴田郡大河原町字広表 34-37

Tel.0224-53-6211

２点選んで
20％ OFF
3 点選んで
30％ OFF

紳士腕時計
自動巻き・手巻き
20％ OFF

丸山定子

6 月 14 日（金）〜 23 日（日）
＊全て新品です !

牛革ベルト
ミチコロンドン・エドウィン
……1,580円

フレグランス
20％ OFF

☎ 0224-51-1220

ポケット

●柴田郡大河原町小島 2-1 ショッピングセンター Forte 内
●営業時間／ 10:00 〜 20:00 ●定休日／なし

靴
20％ OFF

キーケース・名刺入れ
………680円 グラス・ジョッキ

卓上ファン
充電式ツインシェーバー
冷蔵庫・洗濯機
………1,500円 ドライブレコーダー ……1,000円
30〜10％OFF
………1,980円
クールタオル
500 円
バーベキューコンロ
ハンカチ
流しそうめん
2〜4人用…1,980円
100 円均一
………1,980円
4〜6人用…2,980円

リサイクルショップ

絵本のお話し会
読み聞かせボランティアと司書による絵本の読
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なっ
ておりますので、ぜひお越しください。
日時：7 ／ 13 ㈯ 11：00 〜 11：30
場所：絵本と学びのへや
参加：申込不要 会場に直接お越し下さい
ミニシアター
大きなスクリーンでみんなでアニメを見よう！
日時：6 ／ 15 ㈯ 11:00 〜 11:20
場所：絵本と学びのへや
上映作品：
「化けくらべ」

1年間の感謝を込めて

超お買い得
お父さんアイテム

牛革ベルト110cm
………880円

大河原町駅前図書館よりお知らせ

【お知らせ】

50〜20％OFF

ガラス食器
50％ OFF

ポケットメンバー会員様

大募集

（商品ご購入時と買取査定時にポイントゲット
10ポイントで500円のお買物券進呈）
今なら入会ポイント3倍 更に特別割引もあります
詳しくはスタッフまで

ジュニアスポーツ教室参加者募集
走る・跳ぶ・投げるの陸上競技のトレーニング
を基礎としたスポーツを楽しく学べる教室を開
催します。受講生同士の交流を通じて、よりス
ポーツを楽しみましょう！
日時：6／15・29、7／13・27、8／10・24、
9／14・28、10／12・19
（各土曜日・全10回）10:00 〜 12:00
場所：大河原公園多目的広場他
参加：全10回 2,500円
（途中から参加の場合も同額となります）
保護者同意の上、受講料を添えて大河
原町総合体育館へ申し込んで下さい。
申込みは教室開催中受付。

オーパ！のお刺し身は

釣り魚 熟 成 魚

＜番 組 情 報＞

エフエムいわぬま
「インターネット
サイマルラジオ」
放送中！
エフエムいわぬま

検索

畳

『モーニングスマイル』
（月曜〜金曜 7:00 〜 8:00）

です！

第7回ワールドスタイルダンス
講習会のお知らせ
助川先生は、ワールドスタイルダンスを全国
に広めておられます。ワールドスタイルダン
スとは、誰でも気軽に簡単に踊れ、みんなで
楽しめる欧米式の社交ダンスのことです。ご
好評につき今回で7回目の講習となります。
ぜひ、ご参加下さい。
講師：国際ダンス本部・理事長
全ドイツダンス教師協会・名誉会員
助川 友朗 先生
日時：6 ／ 23 ㈰ 13:00 〜 16:00
場所：大河原町 世代交流いきいきプラザ
多目的ホール
参加：800円
問合せ：ワールドスタイルダンス実行委員会
代表 長谷川洋子
☎090-5839-8400

「さくら食堂」開催のお知らせ
毎月第4金曜日に開催し、4年目に入りました。
どなたでもお気軽にお出かけください♪
日時：6 ／ 28 ㈮ 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)
参加：子ども(高校生まで) 100円
大人 300円(茶話会だけ参加 100円)
問合せ：菅野
☎080-2810-3418

心書であなたを満たし隊
作品展2019 〜コトバの魔法〜
心書(しんしょ )とは、あるがままの感情を表
現する、自由な筆文字です。今のあなたに響
く言葉と、きっと出逢えます。あなたもコト
バの魔法にかかって、癒されてみませんか。
当日は4名の心書家がお迎えします。 奥村陽
子/想い伝え屋 iku/Solunaco/堀込 亘。
日時：6 ／ 30 ㈰〜 7 ／ 7 ㈰
10:00 〜 20:00(最終日は19:00まで)
場所：kuraxサロン

だから旨い！

一日のスタートにぴったりな情報満載！

少人数から歓送迎会承ります

新聞の見出しチェックや今日の岩沼市
の動き、リスナーさんからのメッセージ
をご紹介しながら放送していますよ♪

お任せ下さい！
信頼出来る地元の店

手すき和紙と竹、クラフトテープで作るかぐや
姫誕生ライトアップ作品を制作します。4色に
光ります。申込み締切6/14㈮。
講師：和紙民芸処キィ＆ルウ
日時：6 ／ 18 ㈫ 10:00 〜 12:00
場所：まちづくり推進センターゆる.ぷら
参加：900円 持ち物 エプロン
問合せ：まちづくり推進センターゆる.ぷら
☎0224-86-3631

秀鳳酒造のお酒
3 種を 900 円

岩沼市館下 2-1-23

（市民交流プラザ近く）
TEL 090-8256-0543

樹脂畳・和紙畳
各種取り揃えております。
●色あせしにくいから、いつまでもキレイ
●水・汚れに強く、お掃除も簡単！

詳しくはお店まで

●表面の割れや毛羽立ちが出にくい、高いい耐久性
●ダニ・カビが発生しにくいから、健康的で安心

●

●様々なスタイルを楽しめる豊富なカラーバリエーション

たたみ工房 ゆさ

TEL 0223-23-5321
岩沼市吹上1-8-54

Facebook

五間堀川

岩沼
中学校

●

●
●

岩沼南
小学校

岩沼みなみ
プラザ

週末
びっくり市

大学生・成人

月額 9,000 円／週 1 回 月額 9,000 円／週 1 回
10 回／ 10,000 円
10 回／ 10,000 円
10 回／ 10,000 円
（1 回あたり／ 1,000 円） （1 回あたり／ 1,000 円） （1 回あたり／ 1,000 円） 月額 15,000 円／週 2 回 月額 15,000 円／週 2 回
（入会時）

（入会時）
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かぐや姫あかり制作会

飲み比べセット

Free style class
フリースタイルクラス

1510

対象：柴田郡内の小学1年生〜 4年生
問合せ：大河原町総合体育館
☎0224-53-1010

産業道路

営業時間／ 10 時〜 22 時

Tel.0224-51-5110

●
宮城交通
村田営業所

婦人服
紳士服
子供服

○洋蘭
（生花）
を
使用します

開催いたします

樅ノ木女声合唱団

フルーツ☆ボックス ファミリーコンサート２０１９
このコンサートは、０才のお子様から入場いた
だけるおよそ１時間のコンサートです。童謡や
アニメソングなど色々な音楽を生演奏し、一緒
に歌ったり踊ったりします。また、赤ちゃん連
れの方にも安心してコンサートを楽しんでいた
だけるよう、授乳＆おむつ交換コーナーをご用
意しております。 対象は未就学児童を中心に
考えており、会場客席にはじゅうたんを敷きつ
め、赤ちゃんが転んでも大丈夫なように配慮し
ています。また、お父さんお母さんの膝の上
で音楽を楽しんでいただくような雰囲気も大切
にみなさまのお越しをお待ちしています。
日時：６／１５日 ㈯ １４:00開演（１３:３０開場）
場所：えずこホール（平土間ホール）
参加：入場無料（赤ちゃんから入場いただけるコンサートです）
問合せ：fruitsbox@hotmail.co.jp
URL ／ https://www.facebook.com/fruitsbox

岩沼市マスコットキャラクター

10:00 〜終日

団員募集中！

「６月、７月のお話し会」絵本の読み聞かせ
や紙芝居をやっています。ぜひ親子でご参加
ください。事前申込みは不要です。時間途中
の出入りも自由です。
【絵本の読み聞かせ】
日時：6 ／ 15・22・29、7 ／ 6・13 ㈯
10:30 〜 11:30
【紙芝居】
日時：7／ 14 ㈰（第2日曜日）11:00〜 11:45
場所：図書館１F 集会室１
協力：絵本読み聞かせの会｢おむすびころりん｣
おはなしの会「ぴいかぶう」
よみきかせの会 ｢ひよこちゃん｣
【読書会】
本を読む喜びや楽しさを一緒に語り合いませんか。
◆今月のテーマ「政治・経済」
日時：６／ 16 ㈰14：00 〜 15：30
場所：図書館１F 集会室１
あなたのおすすめの「政治・経済に関する本」
を１冊ご持参ください。事前申込不要です。
問合せ：柴田町図書館
☎0224-86-3820

参加：申込不要 会場に直接お越し下さい
夏休み絵本のつどい
司書と絵本の読み聞かせボランティアが、大
型絵本や手遊びなどを行う工夫をこらしたイベ
ントです。 小さなお友達から小学生のお友達
まで参加大歓迎です。
日時：８／４ ㈰
場所：オーガ ２階イベントホール
内容：○午前の部（10:00受付 10:15〜11:00）
大型絵本や手遊びなどを行うお話し会
○午後の部（14:00受付 14:15〜15:00）
準備中です
※除籍本のリサイクルは行いませんのでご注
意ください。
※プラネタリウム「おおがわら星空さんぽ」は
2019年10月から再開いたします。
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
問合せ：大河原町駅前図書館
☎0224-51-3330

岩沼係長

男湯露天風呂にて
6／
16（日）【花の湯】

夏季
限定

・丼、味噌汁、お茶、下膳まで全てセルフサービスとなります
・通常メニュー（お寿司やお料理、ドリンク等）の提供はしておりません
・食べ放題ではありませんので、精算後のおかわり等はできません
・お残しは禁止となりますので、完食できる量を考えてのせてください
・未就学のお子様とはシェア OK ! 小学生以上の方は丼を購入しないと着席できません
・一部ねた切れになる場合がありますので予めご了承ください

50代から70代まで16名。とにかく歌うことが大好きな

丸金食堂●

TEL：0224-83-6388

のせ放題海鮮丼のルール

時から船岡公民館で活動しています。現在のメンバーは、

至菅生

営業時間／ 11 : 00 〜 21 : 00 定休日／火曜日
ランチ（コーヒー付）11 : 30 〜 14 : 00
柴田郡村田町大字村田字広畑 63 - １

サークル紹介

「7 ヵ国語で話そう。」のヒッポファミリークラブ
にベベフィールドと呼ばれるおしゃべりの会が
あります。「赤ちゃんはどのようにことばが話
せるようになっていくのだろう？」をテーマにお
しゃべりしながらことばの不思議を一緒に見つ
けましょう！
！
日時：①6 ／ 11 ㈫ ②7 ／ 9 ㈫
10:30 〜 12:00
場所：岩沼市民会館 和室
参加：無料 予約制(先着5組まで)
問合せ：ヒッポ 庄司
☎090-9535-8354

柴田町図書館よりお知らせ

平成9年に発足した樅ノ木女声合唱団は、毎週金曜10

美味しさに
笑顔こぼれるイタリアン

父の日限定

0 2 2 4 -5 5 -3 5 3 2

柴田郡柴田町船岡若葉町 2-1

今回は、蔵王町「リサイクルパーク蔵王」へ出張レポ！村田ICから車で5分
の「リサイクルパーク蔵王」は、リサイクル事業等を通じて循環型社会の構築
を目指す、株式会社JACグループが運営する施設です。施設内には、
「蔵王資
源リサイクル工場」の他、そこで出る熱を利用してハウス栽培する「マザーアー
ス」、栽培した野菜を販売したり、レストランの食材として提供する「ジャック
スビレッジ」の３つで構成されています。
施設では、地域貢献の一つとして、一年前から「ジェーエーシー・サポーター
ズクラブ」を設立し、リサイクルでポイントを貯めて、お得にお買い物をしよう
という取組みをはじめました。回収を行っているものは、ペットボトル、アルミ缶、ス
チール缶、古新聞・チラシ、食品白トレイの5つ。古新聞・チラシは一週間分約2キロ
で1ポイント、その他は、45リットルの袋1袋で1ポイントになります。上記のペットボ
トルなどを（リサイクルパーク蔵王事務センター受付）に持参し、会員登録するとポ
イントがもらえます。15ポイントたまったら、ジャックスビレッジ等で使える300円
分のお買い物券に♪リサイクルで地球温暖化防止に貢献しなが
ら、美味しいものに変わったら、ちょっと嬉しいですね。ぜひ利
用してみてはいかがでしょうか。
ランチ付き工場見学もご予約受付中とのことです。
URL／http://www.jac-miyagi.com

◀写真は女性に好評のシンデレラセット

蓑 寿 司
国道 4 号柴田バイパス沿い

●大河原中

コミュレポ 「コミュレポ」は地域情報スタッフが突撃取材し、読者目線の飾らないレポートをお届けするコーナーです。

お
あり 父さん
がと
う！

岡

●
東京靴流通センター

シェル石油●

TEL 0224-86-4594
営業時間 10:00 〜 18:00

サトラくん

○大丼1,400円

※写真は小丼です

※どちらか 1 種類

※税込価格

円

楽天イーグルス 夏スタ！協賛セール

地 域情報
「赤ちゃんとことばの不思議」の会

酢飯もねたも好きなだけ！完全オリジナル海鮮丼！
※完売により時間前に閉店する場合があります
営業時間 11:00〜13:30（入店）まで

○小丼

仏壇・墓石ご契約で、楽天イーグルス応援グッズ
（ユニフォーム・マフラータオル・観戦チケット引換券）
をプレゼント！

!!

① 時 ……
３〜５歳児
小学生
② 時 ……
○ 参加無料
○ 分 定員 各 名
○ 親子参加 ＯＫ！
○ 持ち物不要

仙南地域給排水設備工事指定店
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日︵土︶

【ジェーエーシー・
サポーターズクラブ】

●トイレ

６月

月号

グッズ

半割！

イベント

︻ソルト
ペインティング︼

●システムキッチン ●給湯器

JUN

海外の子どもたちに大人気

６

●水廻りのトラブル ●ユニットバス

2019

2

Facebook

仙台市青葉区一番町3-3-1 kuraxビル 6F
参加：入場無料
問合せ：奥村陽子
☎ 090-2957-8370

笑顔で働きたいママのフェスタ
ママの「働きたい」をカタチにしよう♪仕事探し
や起業相談をカジュアルにできるフェスタです。
子育て世代に関わらずどなたでも参加OKです。
事前予約すると当日「お土産袋」が貰えます。
日時：7／ 2 ㈫ 10:00 〜 15:00
場所：アエル5F 多目的ホール
（仙台市青葉区中央1-3-1）
参加：入場無料
問合せ：（一社）仙台ママナビ
☎050-5318-8568

琴城流大正琴「虹色♪リース」
大正琴演奏会開催
岩沼をはじめ、仙南地区を中心に活動してい
るサークルの合同演奏会です。お楽しみ企画
もあるアットホームな雰囲気なので、お気軽に
ご来場ください。
日時：7／ 7 ㈰ 10:30 〜 12:30
場所：岩沼市ホテル原田 2F高砂の間
参加：入場無料（入退場は自由）
問合せ：齋
☎090-9746-9626

おとのわ 〜音浴ゆったりヨガ＆やまの市場〜
熊野那智神社を会場に「音・音楽」と「ポテ
ンシャルヨガ」がコラボする、新しい世界感
のスペシャルレッスンを行います。手作りパ
ン・そば粉ガレット・アクセサリー・EM石
鹸・ハンドメイド品の販売や、各種セラピー

NEW

OPEN

やハンドマッサージなどの出店もあります。
是非お出かけください。雨天決行。
日時：7 ／７ ㈰ １０: ００〜１６: ３０
場所：熊野那智神社（名取市高舘吉田字舘山8）
参加：入場無料 （レッスンのみ要予約）
レッスンへの参加や各ブースでの体験
などは有料となります。
問合せ：すずき
☎090-7079-6614
E-mail／naturela.harmonious@gmail.com

傾聴ボランティア養成講座
傾聴講座は「聴き方」を身につけることで身
近な人と自分自身の心を楽にしていくための
講座です。3日間全過程出席の方に修了証を
発行いたします。
日時：7／15（月・祝）
・7／27 ㈯・7／28 ㈰
各10:00 〜 15:00の３日間コース
場所：岩沼市総合福祉センター iあいプラザ
(岩沼市里の杜3丁目4-15)
定員：30名程度(定員になり次第締め切り)
持ち物：筆記用具、昼食、動きやすい服装
対象：岩沼市、亘理町でボランティアできる方
参加：無料
問合せ・申込：NPO法人仙台傾聴の会
☎070-2025-8200 FAX0223-343-9706
E-mail ／ moriyama-e@tulip.sannet.ne.jp(森山)

メールアドレスが変わりました（2月〜）
（柴田・大河原版担当スタッフ）
【掲載希望はこちら】
T E L：080-7963-6686
E-mail：kunii.shibataoogawara@ｇmail.com
※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です。内容等に
より掲載できない場合もございます。
次号分は6月25日まで受付

2月14日、大河原町にオープンしたまつ毛エ
クステサロンです。素材にこだわり、お客様の
まつ毛を大切にしながら、なりたい目元をデザ
インします。まつ毛エクステは目元の化粧崩れ
やリフトアップにも効果があり、大人の女性にこ
そおすすめです！
料金一例：シングルラッシュ
(自まつげ1本に対して1本のエクステをつけます)
120本(両目)………¥5,600- (初回20%オフ)

LULU EYELASH SALON

柴田郡大河原町字東新町5-3 2F
☎080-3334-2933
■営業時間／ 9:30 〜 18:30(最終受付)
■定休日／不定休
※完全予約制
■駐車場／あり ■LINE@ ／ @cpw3211x

みやぎ生協●
大河原店

●ケイヨーデイツー
大河原店

4
仙南運転
●免許センター

