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声楽コンサート

6 月１９日（土）宮小学校体育館で、小野訓導 100 回忌を記念した声楽コンサートが開催されま
した。地元実行委員会が主催し、多くのボランティアスタッフの方々が協力して運営にあたりました。
コンサートではソプラノの迫田美帆氏、バリトンの井元孝弥氏、生涯学習課職員でテノールの我妻
健太が、山田耕筰作曲「小野訓導の歌」や三波春夫作曲「花咲く墓標」、また小野訓導が大好きだっ
たと伝えられるグノー作曲「アヴェマリア」
や、当時ヨーロッパで人気だったオペラの
楽曲を、歴史の解説と共に演奏しました。
参加者からは「小野訓導の生きた時代の
雰囲気を、音楽をとおして感じることがで
きた」という感想がきかれました。

【報告】地域学校協働活動推進事業
・ 遠刈田小学校 「防災教室」
６月２９日（火）に遠刈田小学校で防災教室が行われました。
蔵王町役場総務課の職員を講師に迎え、遠刈田地区で発生する可能性
のある災害や、災害が発生した際の行動を教えていただきました。
蔵王町で実際に起こった土砂崩れや水害の資料を見た児童からは、
驚きの声があがっていました。身近にある災害について知ることで、
防災意識を高めることができたようです。
・ 円田中学校「マナー講習会」
６月２５日（金）円田中学校１・２年生を対象に、アクティブリゾー
ツ宮城蔵王から講師を招きマナー講習会が行われました。
「マナーとは何か？」などの基本的な話から身だしなみや第一印象
の大切さ、立ち姿勢・お辞儀の実技指導をしていただきました。

【お知らせ】蔵王町 B＆G 海洋センターからのお知らせ
【報告】郷土史講座「蔵王ふるさと歴史かるた」を読む
５月 16 日、30 日、6 月 13 日、27 日の 4 回にわたり、かるたを使った郷土史講座を開催しま
した。新しく発売された「蔵王ふるさと歴史かるた」の絵札にちなみ、
「奥州藤原氏」
「小野さつき訓
導」
「遠刈田製鉄所高炉跡」
「御釜と伊達崇高」についてかるた制作を担当した蔵王町教育委員会職員
が講義を行いました。
今回初めて本格的に語られた「遠刈田製鉄所高炉跡」に関しては参加
者の関心が高く、現地の見学も追加して行われました。
参加者からは「自分の家からすぐの場所にも、貴重な文化財がある事
が分かった」「蔵王町の歴史が身近に感じられた」という声が聞かれま
した。

【報告】すばらしい蔵王町を創る協議会

花いっぱい運動

毎年６月～8 月にかけてすばらしい蔵王町を創る協議会では「花
いっぱい運動」を実施しています。主に町内の公共施設に花苗の配
付を実施するほか、花の植栽を行っている団体への助成を行ってい
ます。
今年度も６月 30 日（水）に小学校や幼稚園などに花苗を配付し
ました。また、一部行政地区でも、花いっぱい運動に参加し地域の
みなさんと一緒に花の植栽活動を行いました。
毎年参加している向山行政区の活動様子です！⇒

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、以下事業の中止が決まりましたので
お知らせいたします。
・B&G マリンスポーツフェスティバル（7 月 30 日開催予定）
・蔵王町プールフェスティバル 2021（8 月 22 日開催予定）

中 止

② 施設修繕及び事業開催のため、海洋センタープールは以下の日時に
臨時休館いたします。
日 時 （１）令和３年７月２０日（火）終日
（２）令和３年７月２１日（水）終日
臨時休館
（３）令和３年８月２１日（土）午前９時～正午まで
その他 海洋センターアリーナや武道場、研修室は通常どおり使用可能です。
【問い合わせ先】 蔵王町教育委員会スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
TEL：33－3388

【お知らせ】蔵王町勤労者体育センター全面利用再開のお知らせ
２月１３日（土）に発生した福島県沖地震による施設被害に伴い、施設の利用
制限を設けておりましたが、修繕工事完了に伴い、７月１日（木）より全面利用
を再開しております。
みなさまのご利用をお待ちしております。
【問い合わせ先】 蔵王町教育委員会スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
TEL：33－3388

【報告】令和３年度ジュニア・リーダー日帰りキャンプ

【☆サークル紹介☆】蔵王手芸教室

６月２７日（日）Ｂ＆Ｇ海洋センターを会場にジュニア・リーダー日帰りキャンプを開催しました。
当日は子どもたちの良きお兄さん、お姉さんを目指す各地区のジュニア・リーダー１５人が参加し
てくれました。活動では自分たちの役割や大人と子どもの違いを勉強したり、実地研修として松川で
川遊びをしたりしながら、子どもたちと関わる際の心がまえや、安全管理について学びました。
参加したジュニア・リーダーからは「久しぶりに他地区の仲間に
会えて嬉しかった」「ジュニア・リーダー活動は楽しいものだと改め
て思った」等の感想が寄せられました。
今年度は、感染症対策として日帰り形式としたため、短時間での
開催となりましたが、各々が新たな知見や仲間を得たようでした。
大人と子どもをつなぐ地域のリーダーとして、みなさんのこれから
の活躍に期待しています！

蔵王手芸教室は、第２・４月曜日に活動しています。1 本の毛糸から帽子やセーターなどを編んで
制作しています。会員は現在 5 名です。
各々作りたい物を作成していますが、みんなでわからないところを教え合いながら楽しく活動し
ています。会員のみなさんも「家で 1 人黙々やるより、みんなとお話をして和気あいあいとやった
方が楽しい」と口をそろえて言っていました。
完成した作品は蔵王町文化祭にて展示するほかに、家族や友人に
プレゼントする方もいらっしゃいます。よく友人に作品をプレゼン
トする方からは、「手作りならではの良さがあり、とても喜んでくれ
る！」と話していました。
令和３年７月１５日発行

編集

蔵王町教育委員会生涯学習課

場所：ございんホール 第１・第２和室
その他：入場無料。予約不要。
★映画が終わったら、図書館から
すてきなプレゼントがあります。

絵本や紙芝居の読み聞かせですので、
親子でお気軽にお越しください。（参加無料）

ています。入院中などのご事情がある場合を除
き、家族内でも他のご家族のカードで借りること
はお控えください。
カードはすぐに作れますし、忘れても借りるこ
とができます。
自分のカードで利用していただきますよう、よ
ろしくお願いします。

日時：毎週土曜日 １０時４５分から（１５分程度）
会場：図書館内『おはなしの森』

『だましえだいく』(フレーベル館)
⻘⼭ 邦彦／作・絵
『まほうつかいウーのふしぎなえ』(文溪堂)
エド・エンバリー／作，小宮 由／訳
『穴の本』(亜紀書房)
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「野生動物医学への
挑戦」
浅川 満彦／著
東京大学出版会

「ラクやせおにぎり」
小澤 幸治／著
あさ出版

「長谷川町子」
長谷川町子美術館／監修
平凡社

「季節を愉しむ
手づくり石けん」
うた／著
秀和システム

「寒慄」
アリー・レナルズ／著
早川書房

「ムズカシそうな SDGs のことが
ひと目でやさしくわかる本」
本田 亮／著
小学館

「れんこちゃんの
さがしもの」
戸森 しるこ／作
福音館書店

「空とぶ馬と七人のきょうだい」
イチンノロブ・ガンバートル／文
廣済堂あかつき
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ピーター・ニューエル／作，
高⼭ 宏／訳

「パッケージツアーの
文化誌」
吉田 春生／著
草思社

「ものが語る教室」
盛口 満／著
岩波書店

雑誌

日

「発掘された
日本列島 2021」
文化庁／編
共同通信社

こども のほん

日時：８月１１日（水） １０時～１１時３０分

図書館からみなさんにお願いです。
図書館の『利用者カード』は個人の名義になっ

一般 の本

『ばけものづかい』上映
＆元気もりもり夏のおはなし会

ここで紹介す る のはほん の 一部 です。図書館 のホ ームページ では、
新 刊を含めたす べて の資料をさが せます。

図書館では、目の不自由な方や高齢者等へのサー
すてきな本に出会ったら、感想文を書いてみよ ビスとして「広報ざおう」を音読し CD 化する事業
う。
を行っています。
目標冊数：小学２年生までは 20 冊以上
６月 10 日（木）は、蔵
小学３年生以上は 15 冊以上
王高校の生徒６名が担当
実施期間：21 日から（ブックラリー）
し、町内老人福祉施設等を
通して、目の不自由な方や
入口から入ってすぐのところに、特設コーナーが 高齢者等へ声を届けまし
「広報ざおう７月号」も
登場します。おもしろい本や宿題に役立つ本がたく た。
蔵王高校のみなさんの声で
さん！（21 日から）
お届けする予定です。

◆ ６月 の新 し い本 ◆

たくさん本を読んでプレゼントをもらおう！

■はお休み、 は 10 時 45 分からおはなし会
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

「NHK まる得マガジン」
日本放送協会・
NHK 出版

「AERA with Kids」
朝日新聞出版

５月の利用状況 開館日数：25 日
利用者数：1,079 人（43.2 人/日） 貸出点数：3,920 点（156.8 点/日）

「一枚の繪」
一枚の繪株式会社

「関東東北じゃらん」
リクルート

蔵王町立図書館

電話 33-2018
HP：http://www.gozain.jp/library/
Twitter：https://twitter.com/zaolib1

