2022 年（令和４年）
1 月 Vol． ２ ４ ２
【開催】
仙南２市７町の青年たちが集まり、角田市を会場に仙南青年文化祭を開催します。２年ぶりの開催
となる今年度は、皆さんの思いのつまった写真を募集して写真展を行います。初日の 2 月 6 日（日）
限定で、景品がもらえるアトラクションも企画しています。ぜひ会場に足をお運びください！
〇開催期間

令和４年２月６日（日）～２月２２日（火）

〇開催時間

９時００分から１７時００分まで
※初日のみ１３時００分から１７時００分まで

〇会

角田市市民センター（かくだ田園ホール）

場

１７日間

〇注意事項
・新型コロナウイルス感染症対策のため、来場時にはマスクの着用、
検温、手指消毒、連絡先の記入にご協力をお願いいたします。
・発熱や体調不良のある方の来場はお控えいただきますようお願いい
たします。
〇問 合 せ
仙南青年文化祭実行委員会事務局（角田市教育委員会生涯学習課）
ＴＥＬ：０２２４-６３-２２２１

【開催】令和３年度第２回蔵王町 B&G はつらつ健康体操教室
中・高齢者向けの健康体操教室を開催いたします。
イスに座りながら軽度の運動を行ったり、音楽に合わせて体を動かしたりと様々な運動プログラムを
用意しております。
また、活動場所は暖房設備も完備しており、程よく暖かい環境で運動を行うことが出来ます。
健康寿命を伸ばし、はつらつとしたセカンドライフを満喫しましょう。
〇開催日時

令和４年２月２４日～３月２４日
毎週木曜日（全５回）
すべて９時３０分から１１時３０分まで

〇場

所

蔵王町 B&G 海洋センター

〇内

容

はつらつ健康体操教室

アリーナ

〇募集対象者

町内成人（中・高齢者向け）

〇定

４０名（先着順・定員になりしだい締切）

員

〇参 加 費

５００円（５回分）※参加初日に徴収いたします。

〇持 ち 物

運動出来る服装、室内用シューズ、汗拭き用タオル、飲み物
※お持ちの方はヨガマットとストレッチポールをご持参ください。

〇お申込期限

令和４年２月１１日（金・祝）まで

〇問 合 せ

蔵王町教育委員会スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
TEL：０２２４－３３－３３８８
FAX：０２２４－３３－２５５２

【報告】
１２月１１日（土）に『Mama Cafe オンライン』を開催しました。
この行事は未就学児の子どもを持つ親子を対象にクイズや参加者との
交流をとおして、普段の子育ての振り返りや親子の絆を深めることを
目的としたものです。今回は仙南視聴覚教材センターの協力のもと、蔵
王町公民館初のオンラインイベントとなりました。
当日は蔵王町子育てサポーターチーム「すまいるハート」の皆さんが
主役となり、手遊び歌や人形劇、家庭で簡単にできるお菓子の作り方を
生放送で配信しました。参加者にはネット配信で登場するものと同じ
人形を事前に贈り、画面越しに見せ合いながら和やかな雰囲気で活動
を終えました。
参加者からは「プレゼントの人形が可愛かった」
「子どもがダンスコ
ーナーに夢中だった。イベントが終わったあとも貰った人形と一緒に
遊んでいる」といった声が聞かれました。

【報告】円田地区公民館凧作りキット贈呈
円田地区では毎年、凧作り教室と親子凧あげ大会が開催されていましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により２年続けて開催が中止
されました。
そこで、自宅で凧作りを楽しんでもら
いたいと、１２月１７日（金）、円田小学
校全校児童８５名に、円田地区公民館か
ら凧作りキットが贈呈されました。

【報告】
１２月１６日（木）生田流正派･砂金雅満寿師範をお招きし、遠刈田小学校４年生を対象に筝の学
習をおこないました。弦の数やつめの種類、
楽譜の読み方など丁寧に教えていただき、日
本の伝統音楽にふれる良い機会となりました。
実際に弾く体験では初めは不安そうに弾い
ていた児童でしたが講師の指導により「きら
きら星」をひとりで演奏するまで上達するこ
とができました。

【報告】七十七銀行蔵王支店奉仕作業
１２月１６日（木）に地域社会貢献事業として、
七十七銀行蔵王支店行員の皆さんが、蔵王町ふるさ
と文化会館前道路や植込みの清掃活動を行いまし
た。
ありがとうございました！

↑ゴミ拾いをしていただいた
七十七銀行蔵王支店行員の皆さん
ご協力ありがとうございました！

生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！ございんホール 検索
令和４年１月１４日発行

編集

蔵王町教育委員会生涯学習課

◆

連続テレビ小説
「おかえりモネ」オリジナル
・サウンドトラック

ＮＨＫにほんごであそぼ
「名歌づくし」
～きれいは…ドゥララ～

売上冊数：
６３６冊
売上金額： １８，７６４円

図書館で所蔵していた購入年月日の古い資料の一
部を利用者のみなさんに提供します。
日程：１月 15 日（土）～30 日（日）
場所：蔵王町立図書館 入口付近（予定）
※持ち帰り用の袋と小銭を用意してお越しください。

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』

『あいつはトラだ︕』(講談社)
ガエタン・ドレムス／作，のざか えつこ／訳
『だるまちゃんととらのこちゃん』(福⾳館書店)
加古 ⾥⼦／さく・え
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■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

「ニュージーランド
アーダーン首相」
マデリン・チャップマン／著
集英社インターナショナル

「ママがもうこの
世界にいなくても」
遠藤 和／著
小学館

「親を頼らないで生きるヒント」
コイケ ジュンコ／著
岩波書店

「上手な相続は
生前贈与で決まる!」
松本 有史／著
現代書林

「山亭ミアキス」
古内 一絵／著
KADOKAWA

「文楽徘徊」
鈴木 創士／著
現代思潮新社

「昏乱」
トーマス・ベルンハルト／著
河出書房新社

「博物館の少女」
富安 陽子／著
偕成社

「王さまのお菓子」
石井 睦美／文
世界文化ブックス

雑誌

『⾚⽜モウサー』(岩崎書店)
儀間 ⽐呂志／作・絵

日 月 火 水 木 金 土

「ちょうどいい孤独」
鎌田 實／著
かんき出版

「ホーム・コーヒー・
ロースティング」
嶋中 労／著
集英社インターナショナル

こども のほん

絵本や紙芝居の読み聞かせです。
親子でお気軽にお越しください。（参加無料）

11 月 13 日（土）～28 日（日）に雑誌リサイク
ル市を開催しました。募金へのご協力ありがとうご
ざいました。

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。

12 月 15 日（水）遠刈田小
学校２年生、16 日（木）に円
田小学校２年生が施設見学に来
ました。
図書館の役割や本を探す方法
など説明を聞いた後、オススメ
の本や DVD は何点あるのか等
質問していました。
自分で読みたい本を探して、
借りる体験もしました。

東北福祉大学講師 高梨 富佐 氏をお招きし、ご家
庭でお子さんやお孫さんに読み聞かせをしている
30 代～70 代のみなさんが参加しました。
基本である“読み聞かせ”の目的や意義、
“読み聞
かせ”が健康になる一つの手段であること等を学び
ました。
参加者からは「早速、
家族に絵本を読んでみ
ます。
」という声が聞かれ
ました。

一般 の本

新しいＣＤが入りました。紅白に出場した歌手の
他にも様々なＣＤがありますので、気になる方は、
ぜひ図書館に借りに来てください。

月 の新 し い本 ◆

12

「デジタルカメラ・マガジン」
株式会社インプレス

「ＬＤＫ」
晋遊舎

１１月の利用状況 開館日数：24 日
利用者数：1,258 人（52.4 人/日） 貸出点数：4,229 点（176.2 点/日）

「Tarzan」
マガジンハウス

「うかたま」
農山漁村文化協会

蔵王町立図書館

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

