2022 年（令和４年）
4 月 Vol．２４５

【募集①】ジュニア・リーダー募集！
地域のリーダーとして活躍する中高生を募集しています！
ジュニア・リーダーになると、行事のボランティアや合宿・研修会を通して多くの人たちと交流

【お知らせ①】 地震の被害について

します。海に入ったり、山でキャンプをしたりと、楽しみながら様々な経験をすることで、自身の
スキルアップや、たくさんの仲間づくりにつながります！

令和 4 年 3 月 16 日（水）に発生した福島県沖を震源とする地震により、

みなさんの入会、お待ちしています！

ございんホールならびに地区公民館のご利用に下記の制限がございます。

・入会方法／児童館または、ございんホールに置いてある募集チラシ（中学１年生の方へは学校か

◎蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）

ら配布されます）に入会申込書が付いています。保護者の方に記入してもらい、児童

多目的ホールは当面の間、『平土間のみ』の利用とさせていただきます。

館の先生または、ございんホールの窓口に提出して下さい。

また、スタジオ前の廊下を通行止めにしております。スタジオご利用の際

・問合せ先／蔵王町教育委員会生涯学習課（ございんホール）

は研修室前から楽屋前への迂回をお願い致します。

TEL：３３－２０１８

※多目的ホール移動観覧席およびスタジオ前廊下壁面ボード損傷のため
◎遠刈田地区公民館：大ホールの貸出を休止しております。

(文化会館スタジオ前廊下)

※大ホール天井パネル損傷のため
◎平沢地区公民館：水道利用に制限があります。
※調理室床下の配水管に漏水発生のため
早期復旧に向け作業を進めております。完了までの間、ご利用の
皆様には大変ご迷惑おかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。

【募集②】令和４年度蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール監視員

(遠刈田地区公民館大ホール天井パネル)

【お知らせ②】 『蔵王町ふるさと歴史かるた』好評発売中！！

B&G 海洋センターのプール監視員を募集いたします。
なお、希望者はスポーツ振興課（B&G 海洋センター）主催の普通救命講習会を受講いただくか、
外部団体主催の普通救命講習会受講が必須となりますので、ご注意下さい。

美しい写真とテンポ良い詠み句で町の歴史や文化財を紹介する、

・勤務内容／プールの安全管理及び清掃業務

『蔵王町ふるさと歴史かるた』は蔵王町ふるさと文化会館にて販売

・期

間／６月４日（土）～ 9 月 11 日（日）※夏休み期間中以外は、主に土日勤務

中です！ご家族でかるた遊びをするもよし、ちょっと変わった形の

・勤務時間／日中：午前８時３０分～午後５時００分

郷土資料として扱うもよし、お子さまから大人まで、様々な使い方

夜間：午後５時３０分～午後９時００分

でお楽しみいただけます。お買い求めはお早めに！

・対 象 者／１８歳以上の男女（高校生を除く）

ございんホールカウンターにて販売中！ 価格 １，１００円(税込み)

・賃

・募集人数／１０名程度（定員になり次第締切）

【報告】平沢公民館でスマホ教室を行いました！

・募集期間／６月３０日（木）まで
・申 込 み／蔵王町教育委員会スポーツ振興課（B&G 海洋センター）

３月 13 日（日）にスマートフォン教室を開催したところ、６０

TEL：３３－３３８８

代から８０代のみなさんから申し込みがあり、当日は１２名が参加
されました。インターネット検索の手順や危険サイトの見分け方、

ございんホールからのお願い

Wi-Fi の使い方と使える場所などの説明を受けて、参加者からは

近頃ございんホールでのお忘れ物が大変多くなっております（眼鏡、携帯電話など）。

「京都の地図やお寺の情報が分かるんだ」とか「有名な会社だと

当施設は多数のお客様がご利用になる施設でございます。お帰りの際は今一度お持物をご確認

思ったら、ニセの危険なサイトもあるんだ」などという声が聞こえ

いただき、忘れ物がないようお願いします。

てきました。今後も定期的に開催する予定です！
生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！ ございんホール

金／日中：７，０００円、夜間：４，０００円
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「防災アプリ
特務機関 NERV」
川口 穣／著

「看守の信念」
城山 真一／著
宝島社

平凡社

「一度読んだら絶対に忘れない
世界史の教科書 宗教編」
山崎 圭一／著
SB クリエイティブ

「悪意」
ヨルン・リーエル・ホルスト／著
小学館

春から“図書館生活”をはじめませんか。
図書館の本や雑誌、CD・DVD を借りるときは
「利用者カード」が必要です。免許証や保険証などご住所
が確認できるものをお持ちになり、
“案内カウンター”

図書館は無料で利用できます
本や CD・DVD を借りるとき、館内で新聞や本を読
むとき、利用者カードを作るときなど・・・図書館は無
料で利用できます。
（コピーサービスは有料）

までお越しください。
「利用者カード」は“赤ちゃん”から作れます。
自分だけの“大切なカード”をご家族で作りませんか。

本を借りるとき
利用者カードと借りたいものを貸出カウンターへお持
ちください。貸出期間の延長は、返却期限が来る前にお伝
えください。貸出期間の延長は電話でも受付しています。
貸出期間

あわせて

本・雑誌・紙芝居

10 冊まで

2 週間

あわせて

CD・DVD

2 点まで

本を返すとき

電話番号が変わったら・・・
返却が遅れている方への連絡や忘れ物があった時に連絡
がつかないことがあります。利用者登録時から電話番号
や住所等が変わった方は、図書館までお知らせください。

ございんホール玄関脇、円田・宮・遠刈田の各出張所に
は返却ポストがあります。
図書館まで返却に来られない場合は、返却ポストをご利
用ください。なお、各出張所に返却された本は、図書館へ
戻ってくるまでに時間がかかることがあります。

日

『へなちょこ』(学研教育出版)
くすのきしげのり／作，ふるしょうようこ／絵
『はつめいだいすき』(BL 出版)

『よもぎだんご』(福⾳館書店)
さとう わきこ／さく
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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 の資料が さが せます。

貸出点数

「工学部ヒラノ教授と
最後の学生たち」
今野 浩／著
青土社

「天声人語 2021 年
7 月-12 月」
朝日新聞論説委員室／著
朝日新聞出版

「いたずらぎつね」
いもと ようこ／文・絵
金の星社

「日経マネー」
日経 BP 社

「みやぎから、」
佐藤 健／著
神木 隆之介／著
NHK 出版

「タブレット・チルドレン」
村上 しいこ／作
さ・え・ら書房

「天文ガイド」
株式会社誠文堂新光社

「「PHP」
PHP 研究所

「燕は戻ってこない」
桐野 夏生／著
集英社

「くらべるえほんたべもの」
ちかつ たけお／さく・え
学研プラス

「月刊ジュニアエラ」
朝日新聞出版

蔵王町立図書館

電話 33-2018
HP：http://www.gozain.jp/library/
利用者数：1,266 人（55.0 人/日） 貸出点数：4,396 点（191.1 点/日）
Twitter：https://twitter.com/zaolib1
２月の利用状況 開館日数：23 日

