2022 年（令和４年） 【報告】
１月１６日（日）、公民館講座「女性のための『美』『癒』『芸』講座」の第１回目「『美』～バスボ
２月 Vol．２４３ ムづくりで冷え性対策・表情筋ケアで若返り」を開催し、８名の方が参加しました。
【報告】 令和４年新春賀詞交歓会
輝かしい新春を祝うため、各界代表者及び町民が一堂に会し、１月７日（金）、蔵王町ふるさと文
化会館を会場に新春賀詞交歓会を開催し、１５６名の方がご出席いただきました。
村上蔵王町長は「今年こそコロナ禍を吹き飛ばし、地域経済や私たちの暮ら
しが活力にあふれた年になることを期待する」と新年の挨拶があり、また、株
式会社アステム 代表取締役 野口 敬志 様からは今年の抱負を述べていただき
ました。
その後のアトラクションにおいては、良扇舞踊体操教室の皆さまから、舞踊 株式会社アステム
代表取締役 野口 敬志 氏
を披露いただき、式典に華を添えていただきました。

【報告】 令和４年蔵王町成人式
1 月９日（日）、「令和４年蔵王町成人式」を蔵王町ふるさと文化会館で開催しました。
当日は天候にも恵まれ、新成人が晴れ着にマスク姿で参加し、学生時代の友人との再会に歓喜して
いました。
また、新成人代表の齋藤駿さんは「ふるさと蔵王に
対する感謝の気持ちを忘れず、そしていち早くその力
となれるよう、社会の一員として自分の行動に責任を
持ち、社会に貢献していくことを誓います。」と述べ、
大人への第 1 歩を踏み出しました。

講師にエステ店「Queen’s Garden」のさとう あきこ 氏をお招きし、冷え性対策にもなるバス
ボムづくりや表情筋ケアや頭皮のリンパケ
アを行いました。
参加した方からは、「気分転換になりと
ても楽しかったです。」といった声が聞か
れました。

【報告】松川岩石鉱物研究会「博物館見学」
１月１６日（日）、公民館講座「松川岩石鉱物研究会」で、東北大学総合学術博物館と仙台市科学
館の見学会を行いました。
東北大学総合学術博物館長 髙嶋礼詩教授（蔵王町ジオパーク推進ア
ドバイザー）より、展示物の解説をしてくださり、参加者は熱心に質問
しながら、貴重な岩石標本を見学しました。
仙台市科学館では、仙台市の地層の説明があり、その後簡単な道具で
できる実験によって土中の結晶を顕微鏡で観察し、参加者はより一層見
識を深めることができ、これからの活動につながる貴重な体験となりま
した。

【報告】地域学校協働活動推進事業

今シーズンも町内の小中学校がスキー教室を実施しました。
町内のボランティアの方々にご協力をいただき、初心者クラスの児
童には用具の装着のしかたから、安全にスキーを楽しむための基礎を
ご指導いただきました。
感染症対策で制限がある中での活動でしたが、のびのびとスキーを
楽しんでいる様子がうかがえました。

【報告】永野地区公民館新春音楽のつどい
1 月２３日（日）、蔵王町ふるさと文化会館において、永
野地区公民館事業「新春音楽のつどい」を開催しました。
前半は、町生涯学習課職員でテノール歌手でもある我妻
健太氏のミニコンサートを行い、後半は白石高校吹奏楽部の
皆さんに演奏を披露していただき、１５０名あまりの来場者
が音楽を楽しまれていました。

【お知らせ】各種主催事業の延期・中止について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下事業を延期・中止とさせていただきます。
【蔵王町公民館主催事業】
・女性のための『美』『癒』『芸』講座
第 3 回 「芸」～手描き友禅染を体験しよう（２月２０日開催予定） ⇒ ３月２７日（日）に延期
問い合わせ先

蔵王町教育委員会生涯学習課（蔵王町ふるさと文化会館）
TEL：0224―33－2018

【蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター主催事業】
・B&G 会長杯蔵王町民スポーツ交流大会
（２月２０日開催予定）
・B&G シンデレラエクササイズ教室
（２月下旬開催予定）
・B&G スポーツチャレンジ教室「ナイタースキー教室」（２月２６日開催予定）
・
〃
「ボルダリング教室」 （３月上旬開催予定）
問い合わせ先

中止

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
生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！ございんホール 検索

「スキー教室」

蔵王町社会教育委員の紹介
蔵王町社会教育委員の皆様を、ご紹介させていただきます。
また、長年にわたる社会教育委員としての活躍が認められ、佐藤 敏子 さんは東北地区社会教育委
員連絡協議会から表彰を受けました。同様に佐藤 満 さんは宮城県社会教育委員連絡協議会から表彰
を受けました。
«委 員 長»
«委員長職務代理者»
«委
員»

村上 新一（蔵王町人権擁護委員）
佐藤 敏子（蔵王町文化協会事務局長）
佐藤 満 （有限会社ザオウ清掃 代表取締役）
亀谷 寿之（永野小学校校長）
早坂 重行（宮城県蔵王高等学校校長）
平間 忠典（蔵王町スポーツ協会会長）
村上 庄三（円田地区公民館館長）
河野 悦子（ひまわり母親クラブ会長）
我妻 義明（宮地区公民館館長）
長谷川 大（遠刈田小学校ＰＴＡ会長)
〔敬称略〕
令和４年２月１５日発行

編集

蔵王町教育委員会生涯学習課

◆

・医療法人社団 リラの会さん（令和３年～）
・株式会社 Ｎコーポレーションさん（令和３年～）

『かぐやひめ』
上映：
参加人数：５４人（子ども３５人、大人１９人）
クリスマスにぴったりの大型絵本やサンタクロースから
のプレゼントなどで少し早いクリスマスを楽しみました。

映画の上映とおはなし会を行います。新型コロナ
ウイルス感染症対策として、２回に分けて開催しま
す。事前申し込み制となりますので、お早めにお申
込みください。

※入場無料。参加者には、プレゼントがあります♪
※小さなお子さんは、保護者の方と一緒にどうぞ。

図書館の「利用者カード」は、５年間利用がな
い場合、使用ができなくなります。免許証や保険
証などをお持ちいただき、再度、登録をお願いし
ます。対象者には、１２月１日よりハガキにてご
案内しています。

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）

『いいないいなあのおうち』(⼩学館)
軽部 武宏／作
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『わたしのいえ』(偕成社)
カーソン・エリス／作，⽊坂 涼／訳

■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

「塩の湿地に
消えゆく前に」
ケイトリン・マレン／著
早川書房

「もう別れても
いいですか」
垣谷 美雨／著
中央公論新社

「ぼくとがんの 7 年」
松永 正訓／著
医学書院

「特許やぶりの女王」
南原 詠／著
宝島社

「妄想美術館」
原田 マハ／著
SB クリエイティブ

「ぼくらのパパは、だいとうりょう」
ジョイ・マカラ／さく
KADOKAWA

「クウネル」
マガジンハウス

『すばこ』(ほるぷ出版)
キム ファン／⽂，イ スンウォン／絵

「はじめての Windows 11」
戸内 順一／著
秀和システム

「食べもの
が足りない!」
井出 留美／著
旬報社

「おとなってこまっちゃう」
ハビエル・マルピカ／著
偕成社

「きこりとおおかみ」
やまぐち ともこ／さいわ
福音館書店

雑誌

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』

「ノンバイナリー
がわかる本」
エリス・ヤング／著
明石書店

こども のほん

日時：３月２１日（月・祝）
１回目：１０時～ ２回目：１１時～
場所：蔵王町ふるさと文化会館 和室
定員：１回３０名まで

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。

館内にある雑誌最新号のカバー表紙側にスポン
サー名、裏表紙側に全面広告を掲載しています。
広告による宣伝にとどまらず、社会貢献活動を
行っていることを、多くの方にＰＲできます。
対象は企業もしくは団体のみなさまです。
ぜひ、ご協力をお願いいたします。

日時：令和３年１２月１８日（土）

一般 の本

ご協力いただいているみなさん
・株式会社 クレオさん（平成２５年度～）
・株式会社 宮城ニコンプレシジョンさん
（平成２５年度～）
・蔵王整骨院さん（令和元年度～）
・農業生産法人
エコファーム蔵王株式会社さん（令和元年度～）

月 の新 し い本 ◆

１

「リンネル」
宝島社

１２月の利用状況 開館日数：23 日
利用者数：1,362 人（59.2 人/日） 貸出点数：4,605 点（200 点/日）

「ダイヤモンドＺＡｉ」
ダイヤモンド社

「サイクルスポーツ」
八重洲出版

蔵王町立図書館

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

