2021 年（令和 3 年）
1１月 Vol．２４０
【開催】令和４年蔵王町成人式のご案内
新成人を祝福し、今後ますますの活躍を応援するため、成人式を下記のとおり実施します。
日 時／令和４年１月９日（日） 受付：午前１０時３０分から 開式：午前１１時００分から
会 場／蔵王町ふるさと文化会館
対象者／平成１３年４月２日から平成１４年４月１日の間に生まれた
蔵王町出身の方および町内在住の方（外国籍含む）
町 内 在 住 の 方／令和３年１２月１日時点で、蔵王町に住民登録がある
方は、１２月中旬までに、案内状を送付いたします。
町外にお住いの方／令和３年１２月１日時点で、蔵王町に住民登録がない
方は下記により申し込みください。
対象者の現住所、氏名、生年月日、電話番号、蔵王町に住んでいた時の住所
と世帯主を記入の上、はがき、FAX または電話でお申し込みください。
新型コロナウイルス対策／感染防止ため、以下のご協力をお願い致します。
①入場者は成人者とその家族の方 2 名までといたします。
②当日来場する方は、マスクの着用をお願いします。
③隣の席との間隔を 1 席ずつ空けた状態で開催いたします。
申込み・問合せ／蔵王町教育委員会生涯学習課（蔵王町ふるさと文化会館内）
〒９８９－０８２１ 蔵王町大字円田字西浦５
TEL：０２２４―３３―２０１８ FAX：０２２４―３３―２０１９

【開催】笑おう！体験しよう！落語ワークショップ
言葉としぐさでお話を伝える落語の秘密を、プロの落語家が伝えます。高座に上がって落語家気
分を体験したり、お囃子の太鼓を叩くこともできます。小学生以上の方は、どなたでもご参加いただ
けます。
ワークショップに参加してくれた
日 時／令和３年１１月２３日（火・祝）
みんなにはプレゼントがあるよ♪
ワークショップ １４時００分から
落語会
１５時３０分から
対 象／蔵王町在住の小学生以上の方（小学３年生以下は保護者同伴）
定 員／先着５０名
講 師／三笑亭夢丸 三遊亭花金 柳亭楽ぼう 鏡味正二郎 舩窪舞子
参加費／無料（参加者全員に特製手ぬぐいプレゼント）
申込み・問合せ／蔵王町教育委員会生涯学習課（蔵王町ふるさと文化会館内）
TEL：０２２４―３３―２０１８ FAX：０２２４―３３―２０１９

【募集】小・中学校スキー教室

令和３年度読書感想文コンクール入賞者のみなさんをご紹介します。
その他の入賞者は以下のとおりです。（敬称略）
小学校
中学校
【１・２年生の部】
【３・４年生の部】
【５・６年生の部】
中学生の部
最優秀賞
最優秀賞
最優秀賞
最優秀賞
平間 咲衣（永小２年） 佐藤 和奏（円小２年） 佐藤 流菜（宮小６年） 該当なし
『おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！』
『７年目のランドセル』 『シマが基地になった日』
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
水澤 昇彦（平小２年） 水澤 希咲（平小３年） 佐藤 陽真（宮小５年） 佐藤 光流（宮中２年）
佐藤
結（宮小２年） 我妻 洋海（宮小４年） 加藤 賢太郎（宮小６年） 優良賞
優良賞
優良賞
優良賞
我妻 稟心（円中１年）
山本 佳歩（遠小１年） 小野 優菜（平小３年） 岩佐 萌花（円小５年） 東海林 美衣奈（円中１年）
山口 陽詩（永小２年） 齋藤 絆愛（平小４年） 遠藤 美空（円小６年） 毛利 春仁（宮中１年）
松岡 璃音（宮小２年） 我妻 瑠菜（宮小４年） 髙橋 瀬奈（宮小６年）

【報告】
１０月１日（金）遠刈田小学校６年生を対象に理科の単元「大
地のつくり」についての出前授業をおこないました。環境政策
課ジオパーク推進室の職員が講師となり、蔵王町で観察できる
地層の写真を使用しながら、大地の成り立ちについての授業を
行いました。
円田盆地の地層や蔵王の噴火で出来た地層など、昔の大地の
姿をあらわす地層が身近な場所で観察できると知り、大きな学
びとなったようです。

【報告】
１０月１０日(日)、蔵王信仰にまつわる史跡を見学するバスツア
ーを開催しました。
宮の刈田嶺神社、蓮蔵寺から始まり、円田の白山神社、そして町
内では唯一、古くから蔵王権現を祀る大鳥神社、さらには遠刈田で
修験者が身を清める冷水堂、修験者の祈りがこもった地蔵が連なる
カナガラ仏など、普段は知ることのできない蔵王信仰の歴史の奥深
さを感じることが出来ました。

【報告】円田地区公民館事業「モルック大会」

ボランティア募集！

今年も「ざおうっ子応援団」では、１月～２月にかけて町内の小・中学校で開催されるスキー教室
でお手伝いいただける方を募集しています。
ぜひ協力してほしいのじゃ！
○子どもたちにスキーを教えてあげたい
○スキーの経験を活かしたい
○地域の役に立ちたい
と思っているあなた！！「ざおうっ子応援団」に登録して一緒に活動して
みませんか？スキー教室以外のボランティアも随時募集しています！
申込み・問合せ：蔵王町教育委員会生涯学習課（蔵王町ふるさと文化会館内）
TEL：０２２４―３３―２０１８ FAX：０２２４―３３―２０１９
生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！ございんホール

【報告】読書感想文コンクール入賞おめでとうございます！

検索

１０月２４日(日)、B＆G 海洋センターのアリーナにて、円田地区
公民館主催のモルック大会が開催されました。
モルックとはフィンランド生まれのニュースポーツで、モルック
と呼ばれる木の棒で木製のスキットルと呼ばれるピンを倒す、子ど
もから大人までだれでも楽しめるゲームです。
この日は、日本代表を経験したメンバーもいるハウスカ！モルック
仙台の方々を講師にお迎えし、約４０名の参加者がゲームを楽しみま
した。
参加者からは「初めてだったけどとても楽しかった」という声や
「来年度も絶対参加する」という声が聞かれました。
令和３年１１月１５日発行
編集 蔵王町教育委員会生涯学習課
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『トーキナ・ト』(福音館書店)
津島 佑子／文，宇梶 静江／刺繍，
杉浦 康平／構成
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『へんなどうつぶ』(瑞雲舎)
ワンダ・ガアグ／文と絵，わたなべ しげお／訳
『しろおうさまとくろおうさま』(ＰＨＰ研究所)
こすぎ さなえ／さく，たちもと みちこ／え

■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

「図説鉱物の博物学」
松原 聰／著
秀和システム

「松本隆のことばの力」
松本 隆／著
集英社インターナショナル

「「はやぶさ 2」のはるかな旅」
的川 泰宣／監修
小学館

「七厘の本」
坂口 一真／著
スタジオタック
クリエイティブ

「7.5 グラムの奇跡」
砥上 裕將／著
講談社

「黒い兄弟 上・下」
リザ・テツナー／著
あすなろ書房

「日本懐かし
ラジオ大全」
川野 将一／著
辰巳出版

「クレタ島の夜は更けて」
メアリー・スチュアート／著
論創社

「よあけ」
あべ 弘士／作
偕成社

雑誌

日

「ヤングでは終わらない
ヤングケアラー」
仲田 海人／編著
クリエイツかもがわ

「こんな世の中で
生きていくしかないなら」
りゅうちぇる／著
朝日新聞出版

こども のほん

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』
※12 月 18 日（土）はイベント開催のためお休み

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、

◆「広報ざおう」音読ボランティア
毎月１回発行される「広報ざおう」を音読しＣＤ化
冬休みが待ち遠しいですね～ 映画もおはなし会
し、目の不自由な利用者や施設等に届ける活動を行っ
も楽しんじゃいましょう♪
ています。現在、５名のボランティアと蔵王高校の生
参加者にはすてきなプレゼントがあります！
徒が活動中です。
日時：12 月 18 日（土） 10 時～11 時
◆返却ボランティア
場所：蔵王町ふるさと文化会館
返却された本を棚に戻すボランティアです。現在、
※入場無料。申込不要。
※上映作品等、詳しくは 12 月発行の『ひだまり』１名のボランティアが活動中です。
【仲間募集中！】
『来ぶらり』でお知らせします。
各ボランティア活動について興味がある方は、図書
館スタッフまでお問い合わせください。
絵本や紙芝居の読み聞かせで
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動を
す。親子でお気軽にお越しくださ
一時休止する場合があります。
い。（参加無料）

新 刊を含めたす べて の資料をさが せます。

※お問い合わせ・お申込みは図書館まで。

一般 の本

10 月 1 日（金）に永野小学校２年生が、10 月
読み聞かせの基本を学ぶ図書館講座を開催しま
す。東北福祉大学講師 高梨富佐氏を迎え、絵本の 19 日（火）に宮小学校２年生が施設見学に来ました。
図書館はなぜ無料で利用できるのか、本は仲間ご
選び方、読み方、持ち方などを学びます。
日時：１１月２５日（木） １０時３０分～正午 とに分けられて並んでいる
場所：蔵王町ふるさと文化会館第一・第二和室 等説明を聞いた後、館内を
見学。ＣＤやＤＶＤは何点
対象：一般利用者の方
あるのか等たくさんの質問
（ご家族へ読み聞かせをする方）
がありました。次は、お家
定員：２０名程度（先着順）
の方と遊びに来てね！
※参加費無料。

月 の新 し い本 ◆
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「Ｋａｐｐｏ」
プレスアート

「栄養と料理」
女子栄養大学出版部

９月の利用状況 開館日数：14 日（8/27～9/12 臨時休館）
利用者数：584 人（41.7 人/日） 貸出点数：2,067 点（147.6 点/日）

「山と渓谷」
山と渓谷社

「すてきにハンドメイド」
日本放送出版協会

蔵王町立図書館

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

