
町内の小学校５年生理科「流れる水のはたらき」の単元では、

環境政策課ジオパーク推進室の職員を講師に迎えて出前授業をお

こなっています。

９月２日（水）には、円田小学校５年生１６名が、蔵王町を流

れる松川のはじまりから阿武隈川となり海へと流れ着くまでをバ

スで移動しながら見学し、川の流れの変化や作用を学びました。

午後は山元町へ移動し、東日本大震災の遺構として残る旧中浜

小学校の校舎周辺を見学しました。
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【報告】地域学校協働活動

 宮小学校では、９月１日（火）より宮長寿会の皆さんが登校見

守りへご協力

児童は交通量の多い所を登校し

ていただきました

し、交通安全の旗を持って立っています。児童だけではなく車を

運転される方

今まで大きな事故もなく過ごせたのは

により安全に通学できたからだ

皆さんの見守りへのご協力をお願いいた
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現在、野球部に所属しながらも部活動後や休日など日々練習に励んでいた優真君。本来であれ

ば、東北大会や全国大会へも繋がる好記録でしたが、上部大会が中止となり、とても悔しい思い

をした一方で、次回大会に向け「もっと上

っておりました。
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日の「ふれあいコンサート」以来、実に約７ヶ

入口で

を実施します。ま

は、チケット裏面にお名前・市町

村名・電話番号を必ず記入し、マスクを着用のうえ来場していた

【お知らせ】音楽アウトリーチコンサート『フルートとピアノの調べ』にご来場する方へ

ございんホール

円田小学校「流れる水のはたらき」

「登下校見守り」 

【健闘】第６６回全日本中学校通信陸上競技宮城県大会３位入賞！！ 

８月２９日（土）・３０日（日）に開催された、「第６６回全日本中学校通信陸上競技宮城県大

1500m」で見事、第３位に輝

現在、野球部に所属しながらも部活動後や休日など日々練習に励んでいた優真君。本来であれ

ば、東北大会や全国大会へも繋がる好記録でしたが、上部大会が中止となり、とても悔しい思い

を目指してこれからも頑張りたい」と力強く抱負を語

年生にもかかわらず、県大会で好成績を残したスーパールーキー優真君。今後の活躍に

【お知らせ】音楽アウトリーチコンサート『フルートとピアノの調べ』にご来場する方へ

ございんホール  検索 

円田小学校「流れる水のはたらき」 

８月２９日（土）・３０日（日）に開催された、「第６６回全日本中学校通信陸上競技宮城県大

」で見事、第３位に輝

現在、野球部に所属しながらも部活動後や休日など日々練習に励んでいた優真君。本来であれ

ば、東北大会や全国大会へも繋がる好記録でしたが、上部大会が中止となり、とても悔しい思い

を目指してこれからも頑張りたい」と力強く抱負を語

年生にもかかわらず、県大会で好成績を残したスーパールーキー優真君。今後の活躍に

【お知らせ】音楽アウトリーチコンサート『フルートとピアノの調べ』にご来場する方へ

８月２９日（土）・３０日（日）に開催された、「第６６回全日本中学校通信陸上競技宮城県大

」で見事、第３位に輝

現在、野球部に所属しながらも部活動後や休日など日々練習に励んでいた優真君。本来であれ

ば、東北大会や全国大会へも繋がる好記録でしたが、上部大会が中止となり、とても悔しい思い

を目指してこれからも頑張りたい」と力強く抱負を語

年生にもかかわらず、県大会で好成績を残したスーパールーキー優真君。今後の活躍に

【お知らせ】音楽アウトリーチコンサート『フルートとピアノの調べ』にご来場する方へ 

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

『体』両面をリフレッシュいたします！

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

開催内容

   

開催場

募集対象

     

定  

参 加

服装・

お申込期限

問い合せ

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

実施いたします！

ボルダリングは来年

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

新型コ

開 催

開催場所：（１）ボルダリングパーク

    

集合解散：＜集合＞蔵王町

     

内  

    

募集対象

定  

参 加

服装・持ち

お申込期

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ

【開催】蔵王町

【開催】第２回蔵王町

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

『体』両面をリフレッシュいたします！

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

開催内容：（１）

（２）

（３）

            

開催場所：蔵王町

募集対象者：町民または町内勤務の方（高校生

      ※親子参加の場合、中学生から参加可

  員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切）

加 費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分）

・持ち物：動きやすい

申込期限：１０月２日（金）まで

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（

TEL

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

実施いたします！

ボルダリングは来年

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

催 日：令和２年１０月３１日（土）

開催場所：（１）ボルダリングパーク

     （２）やくらいパークゴルフ場

集合解散：＜集合＞蔵王町

     ＜解散＞蔵王町

  容：（１）ボルダリング

     （２）パークゴルフ

募集対象者：町内小学４年生から中学３年生まで

  員：各部

加 費：１人

服装・持ち物：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

お申込期限：１０月４日（日）まで

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（

TEL

問い合わせ先

【開催】蔵王町

【開催】第２回蔵王町

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

『体』両面をリフレッシュいたします！

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

：（１）ヨガ教室（昼の部）

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土）

午前１０時から午前１１時３０分まで

（２）ヨガ教室（

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金）

午後７時から午後８時３０分まで

（３）リンパケア

令和２年１０月２３日（金）、１１月

           午後７時から午後８時３０分まで

所：蔵王町 B&G

：町民または町内勤務の方（高校生

※親子参加の場合、中学生から参加可

員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切）

費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分）

：動きやすい服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

：１０月２日（金）まで

：蔵王町スポーツ振興課（

TEL：0224

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

実施いたします！ 

ボルダリングは来年、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

：令和２年１０月３１日（土）

開催場所：（１）ボルダリングパーク

（２）やくらいパークゴルフ場

集合解散：＜集合＞蔵王町

＜解散＞蔵王町

容：（１）ボルダリング

（２）パークゴルフ

：町内小学４年生から中学３年生まで

各部先着 12

費：１人 １，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

：１０月４日（日）まで

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（

TEL：0224

先／蔵王町ふるさと文化会館

令和２年９月１５

【開催】蔵王町 B&G

【開催】第２回蔵王町 B&G

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

『体』両面をリフレッシュいたします！

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

ヨガ教室（昼の部）

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土）

午前１０時から午前１１時３０分まで

教室（夜の部

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金）

午後７時から午後８時３０分まで

リンパケアマッサージ

令和２年１０月２３日（金）、１１月

午後７時から午後８時３０分まで

B&G 海洋センター

：町民または町内勤務の方（高校生

※親子参加の場合、中学生から参加可

員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切）

費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分）

服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

：１０月２日（金）まで

：蔵王町スポーツ振興課（

0224－33－

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

：令和２年１０月３１日（土）

開催場所：（１）ボルダリングパーク

（２）やくらいパークゴルフ場

集合解散：＜集合＞蔵王町 B&G

＜解散＞蔵王町 B&G

容：（１）ボルダリング 

（２）パークゴルフ 

：町内小学４年生から中学３年生まで

12 名（先着順・定員になりしだい締切）

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

：１０月４日（日）まで

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（

0224－33－

／蔵王町ふるさと文化会館

令和２年９月１５

B&G スポーツチャレンジ教室～リンパケアストレッチ運動＆ヨガ教室～

B&G スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

『体』両面をリフレッシュいたします！ 

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

ヨガ教室（昼の部） 

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土）

午前１０時から午前１１時３０分まで

夜の部） 

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金）

午後７時から午後８時３０分まで

マッサージ 

令和２年１０月２３日（金）、１１月

午後７時から午後８時３０分まで

海洋センター 武道場

：町民または町内勤務の方（高校生

※親子参加の場合、中学生から参加可

員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切）

費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分）

服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

：１０月２日（金）まで 

：蔵王町スポーツ振興課（B&G

－3388  

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

：令和２年１０月３１日（土） 

開催場所：（１）ボルダリングパーク やくらい

（２）やくらいパークゴルフ場

B&G 海洋センター

B&G 海洋センター

：町内小学４年生から中学３年生まで

（先着順・定員になりしだい締切）

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

：１０月４日（日）まで 

問い合せ：蔵王町スポーツ振興課（B&G

－3388  

／蔵王町ふるさと文化会館  

令和２年９月１５日発行  

スポーツチャレンジ教室～リンパケアストレッチ運動＆ヨガ教室～

スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土）

午前１０時から午前１１時３０分まで

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金）

午後７時から午後８時３０分まで

令和２年１０月２３日（金）、１１月

午後７時から午後８時３０分まで

武道場 

：町民または町内勤務の方（高校生以上）

※親子参加の場合、中学生から参加可 

員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切）

費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分）

服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

B&G 海洋センター）

  FAX：

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

 

やくらい WALL

（２）やくらいパークゴルフ場（加美町）

海洋センター 午前８時３０分

海洋センター 午後４時

：町内小学４年生から中学３年生まで 

（先着順・定員になりしだい締切）

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

B&G 海洋センター）

  FAX：

  電話：３３－２０１８

  編集 蔵王町教育委員会生涯学習課

スポーツチャレンジ教室～リンパケアストレッチ運動＆ヨガ教室～

スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせて

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土）

午前１０時から午前１１時３０分まで 

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金）

 

令和２年１０月２３日（金）、１１月 ６日（金）

 

以上） 

 

員：各部１５名（先着順・定員になりしだい締切） 

費：（１）（２）（３）各部１，０００円（２回分） ※各回初日に徴収いたします。

服装、室内用シューズ、タオル、飲み物

海洋センター） 

：0224－

今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

WALL（加美町

（加美町） 

午前８時３０分

午後４時（予定）

（先着順・定員になりしだい締切）

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク

海洋センター） 

：0224－33

電話：３３－２０１８

蔵王町教育委員会生涯学習課

スポーツチャレンジ教室～リンパケアストレッチ運動＆ヨガ教室～

スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

いたします。また、『ヨガ教室』ではゆったりとした呼吸に合わせてヨガのポーズを行い『心』と

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！

令和２年１０月２４日（土）、１１月７日（土） 

令和２年１０月１６日（金）、１０月３０日（金） 

６日（金） 

 

※各回初日に徴収いたします。

服装、室内用シューズ、タオル、飲み物 
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今年度２回目のスポーツチャレンジ教室は「ボルダリング」と「パークゴルフ」の

、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

（加美町） 

午前８時３０分 

（予定） 

（先着順・定員になりしだい締切） 

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク
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蔵王町教育委員会生涯学習課

スポーツチャレンジ教室～リンパケアストレッチ運動＆ヨガ教室～

スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

ヨガのポーズを行い『心』と

自粛生活で体のなまった方必見です！楽しく心地よい汗を流しましょう！ 

※各回初日に徴収いたします。
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、開催予定の東京オリンピック新種目競技でもあり、人気上昇中のスポー

ツです。またパークゴルフについても、近年コースを新設する自治体が多く、注目が集まってい

る種目の１つですので是非この機会に体験してみてはいかがでしょうか。 

ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク
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『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

ヨガのポーズを行い『心』と

※各回初日に徴収いたします。
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ロナウイルス感染症に注意しながら、スポーツの秋を満喫しましょう！ 

１，０００円（体験料・保険代等）※当日徴収いたします。 

：動きやすい服装、お弁当、飲み物、レジャーシート、帽子、タオル、マスク 
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スポーツチャレンジ教室～ボルダリング＆パークゴルフ体験～

『リンパケアストレッチ運動』ではストレッチ運動を中心とし、骨格から体のバランスを調整

ヨガのポーズを行い『心』と

※各回初日に徴収いたします。 
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特別整理期間のため、

日（

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

す。

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

いいたします。

休館に伴い、返却期限

ください。

◆本・雑誌・紙芝居◆

・

◆CD

・

 

『つきよ

『空の上には、何があるの

シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，

桑原

『にゅうどうぐも

野坂

『太陽へとぶ矢

ジェラルド・マクダーモット／さく，

じんぐう

 

心の健康・頭の体操はじめませんか
 9

エッセイや文字の大きな本、知的生活のヒントが

書かれた本などを集めました。

図書館の正面入口に展示をしていますので、ど

うぞ

休館のお知らせ
特別整理期間のため、

日（火）の 7

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

す。 

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

いいたします。

返却期限
休館に伴い、返却期限

ください。 

◆本・雑誌・紙芝居◆

・10 月 

10 月 28

CD・ビデオ・

・10 月 14

10 月 28

つきよ』（教育画劇

空の上には、何があるの

シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，

桑原 洋子／訳

にゅうどうぐも

野坂 勇作／さく，根本

太陽へとぶ矢』（

ジェラルド・マクダーモット／さく，

じんぐう てるお／やく
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心の健康・頭の体操はじめませんか
9 月２１日

エッセイや文字の大きな本、知的生活のヒントが

書かれた本などを集めました。

図書館の正面入口に展示をしていますので、ど

うぞご利用ください。

休館のお知らせ
特別整理期間のため、

7 日間を休館

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

いいたします。 

返却期限の
休館に伴い、返却期限

 

◆本・雑誌・紙芝居◆

 7 日（水）～

28 日（水）返却

・ビデオ・DVD

14 日（水）～

28 日（水）返却

教育画劇）  ⻑

空の上には、何があるの?』（河出書房新社）

シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，

洋子／訳 

にゅうどうぐも』（福音館書店

勇作／さく，根本 順吉／監修

（ほるぷ出版

ジェラルド・マクダーモット／さく，

てるお／やく 

来 ぶ
らいぶらり～蔵王町立図書館

 

心の健康・頭の体操はじめませんか
月２１日敬老の日にちなんで

エッセイや文字の大きな本、知的生活のヒントが

書かれた本などを集めました。

図書館の正面入口に展示をしていますので、ど

ご利用ください。 

休館のお知らせ
特別整理期間のため、10 月 21

日間を休館いたします。休館中は、

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

の変更について
休館に伴い、返却期限を変更しますので

◆本・雑誌・紙芝居◆ 

日（水）～13 日
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DVD◆ 

日（水）～20 日
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シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，
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ほるぷ出版） 

ジェラルド・マクダーモット／さく， 
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蔵王町立図書館
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敬老の日にちなんで

エッセイや文字の大きな本、知的生活のヒントが

書かれた本などを集めました。 

図書館の正面入口に展示をしていますので、ど

 

休館のお知らせ 
21 日（水）～

いたします。休館中は、

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

変更について
しますのでご注意

日（火）貸出分は

日（火）貸出分
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（河出書房新社） 

シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，
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日（水）～27

いたします。休館中は、

本の棚おろしと、普段できない大掃除を行いま

休館中はお問い合わせに答えることができま

せんので、貸出延長のお申し出等は開館日にお願

変更について 

ご注意

貸出分は 

貸出分は 

さい。

日時：

場所：ございんホール

 

お友だちが

みませんか。

緒に図書館で展示をします。

日時

場所

講師

対象

定員：

※

シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵， 

 り
からのおしらせ

心の健康・頭の体操はじめませんか 
、ユーモラスな

エッセイや文字の大きな本、知的生活のヒントが 

図書館の正面入口に展示をしていますので、ど

雑誌リサイクル
今回は平成

持ち帰り用の袋と小銭を用意して、おこしくだ

さい。 

日時：10

10

場所：ございんホール

※取り置きや予約は受付していません。

 

ポップをつくってみよう
『ポップの魔術師』が

お友だちが

みませんか。

緒に図書館で展示をします。

日時：10 月

場所：ございんホール

講師：TSUTAYA

対象：蔵王町内

定員：先着

※申込用紙は図書館にあります。

友だちにはステキなプレゼントがあります

り 
からのおしらせ～ 

開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時

雑誌リサイクル
今回は平成 30 年度の雑誌を販売します。

持ち帰り用の袋と小銭を用意して、おこしくだ

10 月 17 日（土）午前

10 月 18 日（日）午後

場所：ございんホール

取り置きや予約は受付していません。

ポップをつくってみよう
『ポップの魔術師』が

お友だちが本を読みたくなるようなポップを描いて

みませんか。みんなが描いてくれたポップは

緒に図書館で展示をします。

月 31 日（土）午前

ございんホール

UTAYA 白石店

：蔵王町内及び図書館を利用している小中学生

先着 15 名程度

申込用紙は図書館にあります。

友だちにはステキなプレゼントがあります

カレンダー

開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時
土日祝日：午前１０時～午後６時

189
雑誌リサイクル市開催します

年度の雑誌を販売します。

持ち帰り用の袋と小銭を用意して、おこしくだ

日（土）午前

午前

日（日）午後

場所：ございんホール ロビー

取り置きや予約は受付していません。

ポップをつくってみよう
『ポップの魔術師』が描き方を教えてくれます

本を読みたくなるようなポップを描いて

みんなが描いてくれたポップは

緒に図書館で展示をします。 

（土）午前

ございんホール 和室 

白石店 スタッフ

図書館を利用している小中学生

名程度（事前申し込みが必要

申込用紙は図書館にあります。

友だちにはステキなプレゼントがあります

カレンダー

開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時
土日祝日：午前１０時～午後６時

189 
開催します

年度の雑誌を販売します。

持ち帰り用の袋と小銭を用意して、おこしくだ

日（土）午前 10 時 30

午前 11 時 30

日（日）午後 2 時～午後

ロビー 

取り置きや予約は受付していません。

ポップをつくってみよう
方を教えてくれます

本を読みたくなるようなポップを描いて

みんなが描いてくれたポップは

（土）午前 10 時～正午

スタッフ 

図書館を利用している小中学生

事前申し込みが必要

申込用紙は図書館にあります。参加してくれた

友だちにはステキなプレゼントがあります

カレンダー 

■はお休み
開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時

土日祝日：午前１０時～午後６時

開催します 
年度の雑誌を販売します。 

持ち帰り用の袋と小銭を用意して、おこしくだ

30 分～ 

30 分 

時～午後 3 時 

取り置きや予約は受付していません。 

ポップをつくってみよう 

方を教えてくれます！

本を読みたくなるようなポップを描いて

みんなが描いてくれたポップは本と一

～正午 

図書館を利用している小中学生

事前申し込みが必要です。）

参加してくれたお

友だちにはステキなプレゼントがあります♪ 

はお休み 
開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時 

土日祝日：午前１０時～午後６時 
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二度消えた甲子園

街角図鑑

文字の読めない

歪んだ正義

子どもにいいこと大全

楽しい公共空間をつくるレシピ

わさびの日本史

100%

ベージュ

アウア・エイジ

四畳半タイムマシンブルース

それでもあなたを「赦す」と言う

かべのあっちとこっち

どこちゃん

水害の大研究

潜入

こども文様じてん

I canbe 

ばかみたいって言われてもいいよ

ぼくだけのぶちまけ日記

 
 
 

サーフィンライフ

Ｙｏｇｉｎｉ

ロッキング・オン・ジャパン
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８月の利用状況
1,393 人(55.7 人

二度消えた甲子園

街角図鑑 街と境界編

文字の読めない

歪んだ正義 

子どもにいいこと大全

楽しい公共空間をつくるレシピ

わさびの日本史

100%の前向き思考

ベージュ 

アウア・エイジ

四畳半タイムマシンブルース

それでもあなたを「赦す」と言う
 

こどものほん
ほんのなまえ

かべのあっちとこっち

どこちゃん 

水害の大研究 

潜入!天才科学者の実験室

こども文様じてん

I canbe anything

ばかみたいって言われてもいいよ

ぼくだけのぶちまけ日記

雑誌名

サーフィンライフ

Ｙｏｇｉｎｉ   

ロッキング・オン・ジャパン

一般

雑誌 

月の利用状況 開館日数：
人/日) 貸出点数：

書名 

二度消えた甲子園 

街と境界編  

文字の読めないパイロット

子どもにいいこと大全 

楽しい公共空間をつくるレシピ

わさびの日本史 

の前向き思考 

アウア・エイジ 

四畳半タイムマシンブルース

それでもあなたを「赦す」と言う

こどものほん
ほんのなまえ

かべのあっちとこっち 

 

天才科学者の実験室

こども文様じてん 

anything   

ばかみたいって言われてもいいよ

ぼくだけのぶちまけ日記   

雑誌名 

サーフィンライフ   ⑤

     ⑥

ロッキング・オン・ジャパン

一般の

 

開館日数：２５
貸出点数：4,986

     ①

パイロット 

楽しい公共空間をつくるレシピ 

四畳半タイムマシンブルース   ②

それでもあなたを「赦す」と言う 

こどものほん 
ほんのなまえ 

天才科学者の実験室 1・2 

       ③

ばかみたいって言われてもいいよ 3

      ④

⑤ ダイバー

⑥ 枻（えい）出版社

ロッキング・オン・ジャパン ロッキング・オン

本 

④ 

２５日 
4,986 点(199.4

須江 

 ① 三土 

高梨 

大治 

主婦の友社／編

平賀 

山根 

猪狩 

谷川 

岡本 

 ② 上田 

ジェニファー・ベリー・ホーズ／著

ジョン・エイジー／さく

鈴木 

河田 

佐藤 

下中 

③ Shinsuke Yoshitake

 3 吉田 

④ スーザン・ニールセン／作

出版社 

ダイバー 

枻（えい）出版社

ロッキング・オン

199.4 点/日) 

蔵王町立図書館

著編者

 航／著 

 たつお／編著

 智樹／著 

 朋子／著 

主婦の友社／編 

 達也／編著

 京子／著 

 ともか／著

 俊太郎／著

 学／著 

 誠／原案 

ジェニファー・ベリー・ホーズ／著

かいたひと

ジョン・エイジー／さく

 のりたけ／作・絵

 惠昭／監修

 文隆／編著

 菜穂／著 

Shinsuke Yoshitake

 桃子／著 

スーザン・ニールセン／作

枻（えい）出版社 

ロッキング・オン 

① 

蔵王町立図書館

http://www.gozain.jp/library/
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たつお／編著 
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ともか／著 

俊太郎／著 
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のりたけ／作・絵 

惠昭／監修 
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