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なか面（4エリア共通）

あります！

あけましておめでとうございます!
当社では蛇口の水漏れ（パッキン交換）修理はもちろん、
トイレのつまりなど、
トイレ・浴室・
キッチンのリフォーム、外壁塗装までお手伝いさせていただきます。 住まいのお困り事や気
になることがありましたら、お気軽にお電話ください。 親切に対応させていただきます。

ナー 等

なか面は４エリア

共通 誌面

JAN

月号

ラジオでつながるみんなの笑顔！

サークル紹介

【愛島バドミントンクラブ】

コミュレポ

【丼丸 一力 名取が丘店】

なか
面は

いつまでも
仲良しでいて
ニャモね〜！
【今月の顔】
匠真君（9歳）たくまくん
徠夢君（7歳）らいむくん
幼なじみの元気な二人は大の仲良しさん。

今月の

四字熟語

百 花繚乱

地域情報

特集・求人「コネクト」
・竹駒神社 宮司 村田 守広 様
「年頭のご挨拶」
・新春わんだふる特集

今月のプレゼント

なか面

【P.R.L社製ウール100％マフラー】

意味：種々の花が咲き乱れるように、優れた人物や業績が
一時にたくさん現れること。
用例：成人式会場では色とりどりの振袖姿の新成人が集い、
百花繚乱の様子となっていました。

コミュニティ・アイ設置店

会館見学会・お葬式相談会

TV、新聞でも話題
「終活」相談にたくさん
の人が来場されています。

（日）

家族葬の情報・知識がわかりやすく掲載
されているハンドブックを贈呈。

一般葬ホール

料理試食会
旬の食材を使った料理を、
自由に試食できる。

金 券プレゼント !

カット（シャンプー・ブロー）
………………………¥4,000
グレーカラー（白髪を自然にリカバリー）
………………………¥5,000
プラチナカラー（美発色のファッションカラー）
………………………¥5,000
ヘナカラー（ハリ・艶・コシ UP）
………………………¥5,500
フェミニンパーマ（ふんわり天使のカール）
………………………¥8,000 〜
縮毛矯正ストレート（うねるくせ毛に）
…………………… ¥13,000
ヘッドスパ（気軽に頭皮ケア）
………………………¥1,500 〜

家族葬ホール

第

集

2弾

OPEN 編

家族葬ホール・一般葬ホール

名取市飯野坂字南沖 33-1
☎ 022-381-7227

図書館へ行こう！

待望の名取市図書館が 12 月 19 日にオープンしました！オープニングセレモニーには、
この日を楽しみにしていた多くの人たちがかけつけ図書館誕生をお祝いしました。今回は
新たな名取市のシンボルとなる図書館のオープンに合わせ、名取市長 山田司郎様に図書
館に寄せる想いを伺いました。

多くの方が完成を待ちわびていた名取市図書館が先月 19 日にオープン、
連日多くの皆様にお越しいただいております。面白い本がないか書架を真剣
に探している少年、大好きな絵本をお母さんに読んでもらっているお子さん、
カフェで雑誌を読みながら一息ついているご婦人。皆さん思い思いに新しい
図書館を楽しんでいただいているようで、非常に嬉しく思います。
増田の住宅街の中にあった旧図書館は東日本大震災で被害を受け解体、そ
の後、震災後に寄贈いただいた図書室で運営して参りましたが、この度、JR
名取駅前の複合ビルの北棟２階及び３階に移転しました。JR 名取駅と図書
館の入り口はペデストリアンデッキでつながっていますので、駅を利用す
る方や駅の西口からいらっしゃる方にとっても非常に利便性が高くなりまし
た。また、JR 名取駅は県内有数の乗降客数を誇る駅ですので、駅を利用す
る通学途中の学生さんや通勤途中の会社員の方々が、図書館や併設するカ
フェへ、気軽にお立ち寄りいただくことも可能です。
図書館の開館にあたり、本並べのボランティアを募集したところ多くの方
に参加いただき、分類番号順に整然と書架へ並べていただきました。また、

サークル紹介

営業時間／ 10 時〜 22 時
「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

Tel.0224-51-5110
定休日

毎月第 3 水曜日

地 域情報
「ぴゅあい」よりお知らせ

①映画「いのちの林檎」上映会
誰もがなるかもしれない化学物質過敏症を知ろう。
日時：1／12 ㈯ 13:30〜16:00
（開場12:45）
参加：500円 予約制
②化学物質過敏症シンポジウム
アレルギーっ子をもつママ必見！
！香りによって体
調が悪くなる方が増えてきました。専門医をお
招きして医学的な観点からお話して頂きます。
※香水や柔軟剤等香りの強い物のご使用はご遠慮下さい。
日時：2／10 ㈰ 13:00〜16:00
（開場12:15）
場所：名取市文化会館 小ホール3階（①②共）
予約：pyuai.miyagi@gmail.com
参加：予約優先 駐車場無料
問い合わせ：みやぎ化学物質過敏症の会 ぴゅあい
☎022-702-7969

名取市図書館よりお知らせ

イオンモール名取から車で 1 分
＜近くて便利な葬祭ホール＞
イメージ写真

入館料2割引（17時以降は通常料金）

●毎月26日はポイントカード2倍

Natori Community

美容室 ef～エフ～

特

名取市長
山田 司郎

！

昨年 5 月に設立された図書館を応援する市民組織である名取市図書館友の会
「なとと」の会員の皆様により、図書館の運営を側面からお手伝いいただい
ております。このように、図書館が市民の知的文化の施設としてだけではな
く、市民とともに歩み、誰からも愛される図書館になることを願っています。
東日本大震災や少子高齢化により、かつての賑わいや活力が失われつつ
あった JR 名取駅東口周辺でしたが、この事業により中心市街地の活性化を
図り、賑わいを取り戻そうと、再開発事業が始まりました。本事業により建
設した複合ビルには図書館だけではなく、公共施設としては増田公民館も４
階に入居しましたし、その他、学習塾、
保育所、ミニスーパー、ドラッグストア
等の生活利便施設もあります。新しい「名
取の顔」として、本市の多彩な魅力を発
信する拠点ですので、多くの皆様が集い、
ふれあいの場として活用していただくこ
とを期待しています。

メンバー募集！

愛島バドミントンクラブ

創設から6年を迎える愛島バドミントンクラブを紹介します。
口コミで広がったメンバーは、現在約60名。幼稚園児から高
校生、成人も一緒に活動しています。参加者は市内在住に限らず、中に
は福島から通う子どももいるそうです。練習では３つにレベル分けされ
ていますが、みんなで活動するものとしては年末の愛島台の坂を上るマラ
ソン、小学6年生以上の強化合宿や全員で行う夏合宿などがあります。
バドミントンの魅力は、年齢を問わずコートやラケット、シャトルが全て共通なので、
レベルを合わせれば誰とでも対戦出来ること。時には、中学生が高校に出向き練習試
合をすることもあるそうです。大きい子は小さい子の面倒をみるという繋がりもしっか
りできているとのこと。
興味のある方は、是非一緒にバドミントンで身体を動かしませんか？

☎ 022-382-5437
URL ／ https://lib.city.natori.miyagi.jp

症の方の映画を観て「なんとかしなくては！」とＥＭ菌＊や石鹸を取り入
れたナチュラルクリーニングを実践しているという赤間さん。
石鹸洗濯の良いところは、使用量が少なく低コスト。肌触りも良く、人

問い合わせ：名取市市民活動支援センター
☎022-382-0829 FAX 022-382-0841
E-mail ／ npo@natori-npocenter.or.jp

0・1・2子育て交流ひろば natoko
（なとこ）

名取で0 〜 2歳の乳幼児のママたちとのため
の交流ひろばです。お気軽にどうぞ。
日時：1 ／ 24 ㈭ 10:00 〜 12:00
場所：増田公民館
日時：2 ／ 7 ㈭ 10:00 〜 12:00
場所：愛島公民館
問い合わせ先：arimamanet@gmail.com
URL ／ https://ameblo.jp/arimama-net/
ｃ

事業所見学会
放課後等デイサービス And You

申し込み方法は電話またはメールで下記の項目を
お知らせ下さい。①お子様、保護者のお名前、当日
の参加人数②新年度の学年③学校名④お住まい
の地域⑤電話番号⑥併用事務所
（予定も含）
※関
係機関の方はお名前、所属をお知らせ下さい。
日時：1 ／ 26 ㈯ 受付12:00 〜 12:30
場所：名取市愛島公民館
問い合わせ：
（一社）悠優会 And you
☎022-797-2399
E-mail ／ youyoukai.andyou2014@gmail.com

山田姉妹コンサート

名取市市制施行60周年記念。童謡とクラシッ
クの贈り物。
日時：1 ／ 26 ㈯ 15:30開場 16:00開演
場所：名取市文化会館 中ホール
参加：全席指定 前売券 3,500円 当日券 4,000円
プレイガイド ローソンチケット チケットぴあ
問い合わせ：エフエム仙台サウンズ
☎022-265-7716（平日10:00 〜 17:00）

環境に負荷をかけないなどメリットが多く、既に実践している人も増えて
EM活性液

水道水

どちらにもクリップが入って
いるが、EM活性液の方は10
年経っても錆びない。

NPOの運営基盤の強化策として「プロボノ事
業」を推進しています。連携の事例としてプロ
ボノを知るための情報交換会を開催します。
日時：2 ／ 8 ㈮ 13:30 〜 16:00
場所：名取市市民活動支援センター
対象：名取市内で活動するNPOや市民活動団体
と企業で、相互の連携に興味のある方
参加費：無料 30名（先着順・要予約）
申込・問い合わせ先：名取市市民活動支援センター
☎022-382-0829 FAX 022-382-0841
E-mail ／ npo@natori-npocenter.or.jp

見学会あり 新春からウクレレを始めよう！

歌うは楽しい。楽器をやりながら歌えたら5倍楽し

http://www.mk-mutoh.co.jp/

畳 信頼出来る地元の店
たたみ工房 ゆさ

写真はイメージです。

TEL 0223-23-5321
岩沼市吹上1-8-54

岩沼警察署からのお願い

暦の上では「初春」ではありますが、暖かい春はまだまだ先
と思われます。例年、この時期は厳しい寒さが続き、春先に
は、
「南岸低気圧」の影響で大雪となることもあります。
冬場の車の運転は
１ 1割のスピードダウン
２ 2倍の車間距離
３ 3分早めの出発

「皆様の協力で、名取市・岩沼市から
交通事故をなくしましょう!」

MUSICAL KINJIRO!

エフエムいわぬま

初めて来店されるお客様は、70種類以上あ
る全てのメニューが550円(税込)というリーズ
ナブルな価格で提供され、そのボリュームと美
味しさにびっくりされています。
事前にお電話でオーダー頂きますとお待ち時
間が少なく便利です。是非ご利用ください。

丼丸 一 力

名取が丘店

名取市名取が丘5-1-1
☎022-797-8553
■営業時間／ 11:00 〜 14:30
16:00 〜 19:00
■定休日／水曜日

●
名取市
市民球場

パンセ
●

258

名取エリア急募！
！

現在も幅広い世代の方が活躍中です！
好きな時間に！健康のために！Ｗワークももちろん OK

大地の豊シリーズ

10,000 円(税別) 〜
Facebook

登録制（無料）なので、ご自身の都合に合わせてお仕事ができます。
報酬は各エリアによって異なりますので、直接ご確認下さい。
●

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

伊藤園
●

コミュニティ・アイ シニア世代も大歓迎！
ポスティングスタッフ募集 !!
まずはお気軽に
お問い合わせ下さいニャモ。

熊本大地の畳表

当 店

②大正琴
無理なく気軽に始めることができ、美しい音
色を楽しめます。
日時：毎月第2・第4 ㈭ ①10:00 〜 11:00
②11:00 〜 12:00
場所：名取駅コミュニティプラザ（JR名取駅内1階）
問い合わせ：オカリナサークル・大正琴サークル
☎090-3360-5868 高橋

地域密着型ポスティング情報誌

武藤工務店は
新築はもちろん、リフォーム
までお客さまに最高の住環境を
提案していきます
今年もよろしくお願いします

おすすめ

ママベビーにこフィット
「赤ちゃんと一緒に体を動かしたい」「もとの
体型を取り戻したい」「リラックスしたい」
そんなママにおすすめ教室が誕生！
日時：2 ／ 14 ㈭、3 ／ 7 ㈭ 10:00 〜 11:30
場所：名取市文化会館 和室
対象：生後2カ月〜 1歳親子（各回定員20組）
参加費：一回800円（保険料込み）
申し込み方法：lesson@body-jump.com
まで必要事項をメール。件名「ママベビーにこフィット申込み」
本文①保護者氏名 ②お子様氏名 ③お子様生
年月日 ④連絡先 ⑤その他（質問等）
URL ／ http://www.body-jump.com

第３回市民活動団体と企業の情報交換会

あけましておめでとうございます！

畳表替 5,000円〜
見積無料 新畳代
10,000円〜

い。それが仲間と一緒なら10倍楽しい！たった「6
つのコード」で200曲。歌っちゃえば簡単！年齢不
問、上手下手関係なし、初心者・超初心者歓迎！
童謡・唱歌・演歌・昭和の歌・ハワイアンetc！
日時：2 ／ 13 ㈬ 見学会14:00 〜 15:30
（定例会は毎月第2、第4水曜日の14:00 〜 15:30）
場所：JR名取駅内1階プラザホール
（駐車場は東口ロータリー脇）
参加：見学会0円
（定例会の月会費2,300円）
問い合わせ・申込：かんたんウクレレサークル
☎080-2348-1950 横山

「自然はおもしろい。手をかけただけ応えてく
れる！」
。荒地を肥沃な耕地に変えたり、財政再
エフエムいわぬま
検索
建、藩の再建と才を発揮した二宮金次郎の波
乱万丈な人生を楽しくドラマチックに描きます。
「インターネットサイマルラジオ」放送中！
日時：2 ／ 23 ㈯ 14:00開演 13:30開場
場所：岩沼市民会館 大ホール
（名取版担当スタッフ）
【掲載希望はこちら】
（一般のみ当日券500円増）
参加：一般 3,000円
T E L：080-7959-8406
中学生以下 1,500円
「再生可能エネルギー事業と地域再生」シンポジウム
E-mail：kunii.natori@softbank.ne.jp
問い合わせ：岩沼市民会館
講演１
「再エネによる地域再生と地域経済循環」 ☎0223-23-3450
※地域情報は営利を目的としない無
諸富 徹（京都大学大学院経済学研究科 教授）
料の情報掲載コーナーです。内容等に
オカリナ・大正琴メンバー募集
講演2「土湯温泉 再エネと地域づくりへの挑戦」
より掲載できない場合もございます。
加藤 勝一（株式会社元気アップつちゆ 代表取締役社長）
①オカリナ
次号分は1月25日まで受付
・パネルディスカッション
やさしい音色のオカリナを仲間と吹いてみませんか？
日時：2 ／ 3 ㈰ 14:00 〜 16:30
場所：名取市増田公民館（JR名取駅前）
NEW OPEN
参加：無料 （当日参加可）
昨年8月に名取が丘にオープンした海鮮丼テ
問い合わせ：尚絅学院大学 総務課（吉田）
イクアウト専門店の丼丸一力。
☎022-381-3332

あけましておめでとうございます
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます

体へのストレスも軽い。また、水と二酸化炭素に短時間で分解されるため

＊ＥＭ菌…人間や環境に良い微生物の集まりのこと。

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

〒 989-2432 岩沼市中央 1 丁目 2-13

らいました。「香害」が大きな社会問題となっている今、化学物質過敏

気の発症の予防に繋がっていくことを願います。

お渡し日：2月1日㈮〜3日㈰

0223-36-9324
株式会社武藤工務店 TELFAX
0223-36-9354

さんを迎え、自然由来の安心できる素材を使用した洗濯方法を教えても

人にも環境にも優しい石鹸洗剤の広がりが、様々な病

受付期日：1月15日㈫〜28日㈪ Tel.0224-51-5811

ママと子どものフラダンスサークル

教習・講習

用しないクリーニング店、株式会社モハンクリーニング代表の赤間勝広

を持つご家族でした。

本 店 営業時間／ 10 時〜 19 時
柴田郡大河原町新寺字北 185-11

発足して一年になるフラダンスサークル「アロ
ハクラブ」は、現在5組13名のメンバーで月
に2回元気に活動しています。親子で一緒に、
お子さまだけ、大人の方だけのご参加も可能
♪初心者向けの易しいフラダンスです。はじめ
てさん大歓迎♡講師：平間 あや
日時：1 ／ 16・30 ㈬、2/13・27 ㈬
14:30 〜 15:30
場所：下増田公民館 ホール
参加：500円/お一人様（初回体験無料）
対象：3歳〜未就学児のお子さまと親御様
問い合わせ：佐々木
☎090-9538-1544

今回は、昨年12月16日㈰に名取市生涯学習グループ自主企画講座とし

備軍にいる方、アトピー性皮膚炎の疾患を持つお子さん

550円（ご予約特別価格）

当日販売価格 600 円

来ませんか。（守秘義務厳守）
日時：1 ／ 20 ㈰・2 ／ 17 ㈰・3 ／ 17 ㈰
10:00 〜 15:00
場所：名取市市民活動支援センター
参加：無料 要予約
問い合わせ：仙台傾聴の会
☎070-2025-8200

て行われた環境講座「ナチュラルクリーニング講座」をコミュレポ！

いるそうです。参加者の多くが化学物質過敏症やその予

各1本

名取市図書館オープンイベント情報
マザー・ウイング設立10周年記念
◆とよたかずひこさんの講演会
①子育てsmileマルシェ
日時：1 ／ 14（月・祝）14:00 〜 15:30
歌とふれあい遊び
場所：増田公民館ホール（図書館の上 4階）
参加：入場無料（販売は有料）時間内出入り自由
参加：入場無料 終了後サイン会の予定
②子育て360°〜みんなで子育てtalk!
対象：幼児〜一般
子育て講演会＆トークセッション
◆声優さんによるおはなしシアター in名取
日時：1 ／ 15 ㈫ ①11:00 〜 13:00
人気声優、山寺宏一氏、愛河里花子氏出演。
②14:00 〜 15:45
日時：1 ／ 19 ㈯ 14:00 〜 15:30
場所：仙台銀行ホール イズミティ 21
場所：増田公民館ホール（図書館の上 4階）
①展示ホール ②小ホール
参加：小学生まで入場無料 中学生〜一般 1,000円
対象者：子育て支援団体・関係者、及び教
整理券配布中（先着220名お一人様2枚まで）
育・福祉に携わる行政関係者、子育て支援に
対象：幼児〜一般
興味にのある市民の方、乳幼児の保護者
◆図書館シネマ倶楽部＆子ども映画会 新春特別上映会
申込方法：FAXまたはメールにて「氏名・住
日時：1 ／ 20 ㈰
所・所属/役職・電話番号・メールアドレス」
10:00〜
（一般向け）「ポテチ」
14:00〜
（子ども向け）
「おしりたんてい」 を明記の上、事前にお申込下さい。
メール hiroba@mother-wing.sakura.ne.jp
場所：増田公民館講義室（図書館の上 4階）
問い合わせ：兵藤・鈴木（のびすく泉中央内）
参加：入場無料
☎022-772-7340 FAX 022-375-0671
◆ネイティブと英語で学ぶ環境学習
講師はカナダウッド日本代表ショーン・ローラー氏。
市民のための防災市民講座開催
日時：1 ／ 26 ㈯
「災害時に市が行う業務について」
「消防署の
①13:30 〜 14:30 小学生
お仕事」身近な話題に、防災・減災のたくさ
②15:00 〜 16:00 中学生以上
んのヒントがあります。
場所：図書館3階情報発信コーナー
日時：1 ／ 19 ㈯ 13:00 〜 16:00
参加：無料 要申込 各回20名程度
場所：名取市市民活動支援センター
◆出張プラネタリウムin名取〜名取市天文台がやってくる〜
定員：80名（先着順）
日時：1 ／ 27 ㈰ 10:00 〜 15:00
参加費：無料
場所：増田公民館ホール（図書館の上 4階）
問い合わせ先：防災教育の市民団体「ゆりあげかもめ」
参加：入場無料 どなたでも
☎080-3321-5610 FAX 022-226-8417
問い合わせ：名取市図書館
E-mail ／ yuriagekamome@gmail.com
休館日／毎週月曜日、毎月第4水曜日、年末年始
開館日／火〜金曜日
9:00 〜 19:00
教えて！市民活動 IT専門相談会
土・日・祝日 9:00 〜 18:00
市民活動のPRをFBで行いたい、団体のHPを作
※カフェ・新聞雑誌コーナーのみ 7:30 〜
成したい等々、専門相談員がアドバイスします。
☎022-382-5437
日時：1 ／ 24 ㈭①13:30 〜 14:30
URL ／ https://lib.city.natori.miyagi.jp
②14:45 〜 15:45 ③16:00 〜 17:00
あなたの心に寄り添う傾聴サロン
場所：名取市市民活動支援センター
対象：名取市にお住まい、
または名取市内で市
誰かとゆっくり話がしたい、悩みを聞いて欲し
民活動をしたい、
または既にしている方
い、自分のことをわかって欲しい等、あなたの
参加：無料 要申込
不安や悩み、誰にも言えない心の内を話しに

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。

講師に「ハートの洗濯」がキャッチフレーズの合成洗剤や柔軟剤を使

焼肉巻き
バラ肉・レタス
長さ 約20cm

産業道路

所：名取一中、閖上小中、愛島小、愛島公民館
活動日時：月・水・金曜日 19:00 〜 21:00
土曜日 初心者 13:00 〜 16:00 上級者 17:00 〜 20:00
月会費：小学生以下 1,000円 中学生以上 1,500円（スポーツ保険料込）
詳細・問合せ先：佐藤 洋 ☎090-5355-4456

＜新図書館の開館時間・休館日＞
開館時間：火〜金曜日
9:00 〜 19:00
土・日曜日、祝日 9:00 〜 18:00
※カフェコーナーと新聞雑誌コーナーは 7:30 から
始まります。本の貸出は不可。
休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）
毎月第 4 水曜日（館内整理のため）
年末年始（12/29 〜 1/3）
問い合わせ：名取市図書館

ナチュラルクリーニング講座

ヒレ巻き

もちぶた恵方巻き

●毎週火曜日は女性サービスデー

終日お子様200円

ラジオでつながるみんなの笑顔！

5,000 円未満 ⇒ 500 円
5,000 円以上 ⇒ 1,000 円

after

ヒレ・たまご・きゅうり・レタス
長さ 約20cm

入館料2割引（17時以降は通常料金）

2019 年、新しい自分でスタート！！
お会計

before

●毎月11日はいい湯デー




●毎月第4土曜日は子供サービスデー

fm80.1MHZ

お年玉キャンペーン

after

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

10：00~
13：00

OA: 生放送 月〜金 13：00 〜 15：00
日替わりのパーソナリティによる「看板番組」。
お天気、交通情報、ゲストコーナー、エンタメ
情報など、生放送でお送りする 2 時間です。
リクエストやメッセージも募集しています。

相澤設備

名取市飯野坂 6 丁目 6-24
TEL 022-382-3540
FAX 022-383-9077

岩
岩沼
沼係
係長
長

/20
1

平成31年 元旦

全
問い 国から
いた 合わせ
だ
いま いて
す！

ご来場特典

家族葬ハンドブック
プレゼント

なとらじ WIDE



NEW OPEN

生

before

株式会社

♨いい湯サービスデー

毎々格別のお引立に預かり
有難く厚く御礼申し上げます
本年もよろしくお願い申し上げます




【ナチュラルクリーニング講座】

放送




キッチンも

2019

お風呂も

64,900部!

１

水周りのトラブル
解決します！

あなたの家の便利屋さん 困ったらすぐにお電話ください！

［conne ct］

そ の 他 読 者 プレ ゼ ント コー

［community ai］

名取のコミュニティ FM 局

たとえば…◎ウォーキングを兼ねてお好きな時間に…◎お子さまが学校へ行っている時間に…

◎お孫さんへのプレゼントを買ったり…◎旅行へ行くための積み立てをしたり…

（株）国井印刷

TEL.0223-22-2221

