
        B&GB&GB&GB&G ナイターテニス教室ナイターテニス教室ナイターテニス教室ナイターテニス教室    

        はじまりますはじまりますはじまりますはじまります～初心者歓迎～～初心者歓迎～～初心者歓迎～～初心者歓迎～    
 硬式テニスの基礎を楽しく学びましょう 
 

・日時／９月１日～１０月６日 毎週木曜日 

   （計６回）午後７時～午後９時 

・会場／総合運動公園テニスコート 

・対象／１８歳以上の町民・町内勤務の方 

・定員／２５名（先着順） 

・準備物／硬式用ラケット（貸出可）、 

シューズ、タオル、運動できる服装 

・参加費／３０００円（保険代込） 

・申込み／８月２０日まで海洋センターへ 

            職場体験をサポート職場体験をサポート職場体験をサポート職場体験をサポート！！！！    
蔵王町の中学２年生が「職場体験」を実施します。

職業や仕事の実際について体験したり、働く人々と

接したりする学習活動です。学校支援本部では生徒

が訪問する事業所の紹介や、マナー講習会の講師を

していただくボランティアの派遣を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠刈田中学校でのマナー講習会の様子 

 

Ｂ＆Ｇわいわい元気広場（春の部）が開催されましたＢ＆Ｇわいわい元気広場（春の部）が開催されましたＢ＆Ｇわいわい元気広場（春の部）が開催されましたＢ＆Ｇわいわい元気広場（春の部）が開催されました    
５月１０日から６月１４日の期間中、運動不足の解消や健康維持を目的に開催されました。教室では家

でもできるストレッチやリズム体操のほか、筋力運動の方法などを和気あいあいとした雰囲気のなか学び

ました。 

蔵王町スポーツ少年団連絡協議会蔵王町スポーツ少年団連絡協議会蔵王町スポーツ少年団連絡協議会蔵王町スポーツ少年団連絡協議会    

    指導者・親の会研修会と情報交換会が開催されました指導者・親の会研修会と情報交換会が開催されました指導者・親の会研修会と情報交換会が開催されました指導者・親の会研修会と情報交換会が開催されました 
６月１６日に「成長期におけるトレーニングおよび正しいストレッチ方法について」をテーマとした研

修会を開催しました。実際に自分たちの体で体験しながら効果的に学び、これまでのトレーニングを見直

す良い機会となりました。 

６月２５日にはスポーツ少年団指導者と保護者が一堂に会し、各チーム独自のイベントや団員確保へ向

けた取り組み方法などの情報交換を行い、活発な会話が飛び交いました。 

ｑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わいわい元気教室の様子            スポーツ少年団研修会の様子 

プールが夜間もプールが夜間もプールが夜間もプールが夜間も    

利用できるようになりました利用できるようになりました利用できるようになりました利用できるようになりました    
  

温水を供給できるプールとして生まれ変わ

り、気温が低い日や夜も快適に利用できるよう

になりました。健康増進のため、暑い夏の夜を

涼しく過ごすため、是非ご利用ください。 
≪プール利用時間≫ 

・午前（午前９時～１１時４５分） 

・午後（午後１時～４時４５分） 

・夜間（午後６時～８時） 

≪利用期間≫ 

・夜間／７月９日～９月１１日 

・日中／～９月２５日まで 

第２３回第２３回第２３回第２３回 B&GB&GB&GB&G 杯杯杯杯    蔵王町民水泳大会蔵王町民水泳大会蔵王町民水泳大会蔵王町民水泳大会が開催されますが開催されますが開催されますが開催されます    
競泳で新記録をねらっちゃおう！ ゲームでトコトン楽しんじゃおう！ 

 

・日時／８月２１日（日）午前８時３０分～午後１２時３０分 

・会場／B&G 海洋センタープール 

・対象／小学生から一般の町民 

・競技種目／①ノータッチボール ②水中宝探しゲーム ③４人ライフジャケットレース ④ラッコ泳 

ぎリレー ⑤インターネット記録会（２５M 自由型・平泳ぎ[小学４～６年生]、５０M 自由型・平泳ぎ 

２５M[中学生以上]）⑥２５M 年代別ビート板 ⑦水泳教室発表会＆記録会 ⑧１００M 自由形リレー 

・参加申込／各地区のスポーツ推進員または B&G 海洋センター 

・申込み／８月６日まで海洋センターへ 

                         ございん寺子屋がございん寺子屋がございん寺子屋がございん寺子屋が    

はじまりますはじまりますはじまりますはじまります    
 蔵王の小中学生の子どもたちが集中して勉強で

きる部屋、「ございん寺子屋」を開館します。自主

学習の場なので塾のように先生が勉強を教えるこ

とはありませんが、涼しい空間を用意してお待ちし

ています。一生懸命勉強してね！ 

 

小学生 

７月２６日～２９日、８月１７日～１９日 

ございんホール及び各地区公民館で 

午後２時～午後４時３０分まで 

中学生 

８月２日～５日、９日～１１日 

ございんホールで、 

午後２時～午後４時３０分まで 

 

                            永野地区公民館との共催で永野地区公民館との共催で永野地区公民館との共催で永野地区公民館との共催で    

                                                                    水辺の楽習水辺の楽習水辺の楽習水辺の楽習（がくしゅう）（がくしゅう）（がくしゅう）（がくしゅう）を開催しましたを開催しましたを開催しましたを開催しました 

７月８日、松川河川敷において永野小学校３年生の校外授業「水 

辺の楽習②」が開催されました。最初は足を川に入れるのを「やだ 

～」とためらっていた子どももいましたが、魚や川エビなどを夢中 

で採取し、最後には川泳ぎも楽しんでいました。子どもたちは、き 

れいな川だからこそ生き物が生息できることを学び、これからも郷 

土の大切な川を守っていくことを約束してくれました。 

 

 
 

 

 

 震災による破損のため利用ができなかった、ございんホールのスタジオが利用可能になりました。 

ただし、スタジオへ通じる通路に危険個所があるため、これまでとは違う通路を通るようになりま 

す。詳しくは職員へお尋ねください。 

 

 

 子どもたちにとって待望の夏休みがやってきます！日中ございんホールで過ごすお子さんも多い 

と思います。マナーを守ってご利用くださいね。 

 ①決められた帰宅時間を守る ②ゴミはゴミ箱にきちんと分別して捨てる 

 ③テーブル・椅子に荷物を置きっぱなしにしない（コインロッカーを使いましょう） 

 

 

 ジュニアリーダー（以下ＪＬ）初級研修会に、町内の中学

生１５人が参加し、ＪＬの役割や安全教育、テントの張り方

やレクリエーションゲーム、野外炊飯等を学びました。 

ＪＬは子どもたちの遊びのリーダーとしてだけでなく、ま

ちづくりや奉仕活動にも協力します。今回学んだ研修内容は、

地区の子ども会活動や地域の行事などで成果を発揮できます。

ＪＬの成長・育成のためにも、積極的な活用をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込み・お問い合わせ／ふるさと文化会館 電話 ３３－２０１８ 海洋センター 電話 ３３－３３８８ 

平成２３年７月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 



 

 

 

◆７月はお休みです。 

◆８月２０日（土） 

時間：午前１１時～１１時３０分 

場所：ございんホール 和室 

 

「せすじがゾクゾク」 
Ｊセ『おばけの こもりうた』 

作／せな けいこ（童心社） 

Ｊフ『めっきら もっきら どおん どん』 

作／長谷川 摂子 画／ふりや なな 

(福音館書店) 

Ｇマ『おばけやしき なんて こわくない』 

文／フリードマン 絵／マーフィン 

訳／よしい かずみ（国土社）な 

 

 

 

蔵王町立図書館    http://www.gozain.jp/library/ 

電話 0224-33-2018 ファックス 0224-33-2019 

６６６６月の月の月の月の利用状況利用状況利用状況利用状況 開館日数：２２日    

利用者数：1,463 人(66.5 人/日)  貸出点数：5,873 点(267.0 点/日) 
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ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

一  

般 

M369 巨大津波が襲った ３・１１大震災 河北新報社／編者 河北新報社 

M369 特別報道写真集 東日本大震災 共同通信社／編者 河北新報出版ｾﾝﾀｰ 

007.8 全部無料でつくるはじめてのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ&HTML 小原 裕太／著 翔泳社 

159 シンプルリスト ドミニック・ローホー／著 講談社 

210.4 北の関ケ原合戦                        ① 中田 正光／著 洋泉社 

291.2 東北の山 東北山岳写真家集団／著 山と渓谷社 

314 日本の国会 大山 礼子／著 岩波書店 

336 「事務ミス」をナメるな！ 中田 亨／著 光文社 

430 商品から学ぶ化学の基礎 松田 勝彦／著 化学同人 

489 哺乳類のフィールドサイン観察ガイド 熊谷 さとし／著 文一総合出版 

498.5 食べてもやせる！男の食事術            ②   日経ＢＰ社 

537 ＥＶライフを愉しむ 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 

596 初めて作る保存食 瀬戸口 しおり／著 角川マーケティング 

648 世界チーズ大図鑑 ｼﾞｭﾘｴｯﾄ･ハーバット／監修 柴田書店 

783.4 日本男児 長友 佑都／著 ポプラ社 

839 やさしい英語で読む世界のおとぎ話 ＬｉｖｅＡＢＣ／編 Ｊリサーチ出版 

910.2 作家と温泉 草〔ナギ〕 洋平／編 河出書房新社 

933 ｳ サトリ 上・下 ドン・ウィンズロウ／著 早川書房 

N ｲｼ いねむり先生 伊集院 静／著 集英社 

N ｶﾜ 天頂より少し下って 川上 弘美／著 小学館 

N ﾋﾔ 幸福な生活                       ③ 百田 尚樹／著 祥伝社 

こ 

ど 

も 

423 身のまわりではたらいている「力」の大研究 どりむ社／編 ＰＨＰ研究所 

519 すっきりわかる！くらしの中の化学物質大事典 森田 昌敏／監修 くもん出版 

760 新ジュニア音楽辞典 繁下 和雄／監修 音楽之友社 

913 ｶ ラストラン 角野 栄子／著 角川書店 

933 ﾀ ボグ・チャイルド シヴォーン・ダウド／作 ゴブリン書房 

933 ﾌ ミンティたちの森のかくれ家 ｷｬﾛﾙ･ﾗｲﾘｰ･ブリンク／著 文渓堂 

G ﾜ ききゅうにのったこねこ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ワイズ・ブラウン／さく 長崎出版 

J ﾔ こんもりくん                       ④ 山西 ゲンイチ／作 偕成社 

Ｃ 

Ｄ 

A-12 シンフォニエッタ；タラス・ブーリバ：狂詩曲 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 ＳＵＰＲＡＰＨＯＮ 

A-21 ご当地ソング全曲集 森繁久弥（歌）ほか ｺﾛﾑﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸ 

A-28 ザ・モンスター レディー・ガガ（Ｖ） ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

A-2 ｲ いきものばかり いきものがかり ソニー・ミュージック 

A-2 ﾅ ベスト：おけさ恋唄 長山洋子（歌） ビクター･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

A-2 ｦ 歌姫：ＢＥＳＴ女性ヴォーカリスト 松田聖子（Ｖ）ほか ソニー・ミュージック 

A-41 特選怪談・幽霊噺集：ベスト 五代目古今亭志ん生ほか ポニー・キャニオン 

A-K4 こども盆踊り：ベスト 速水けんたろう（Ｖ）ほか キングレコード 

 

 

●はお休みです。 

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 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

７月１日から、開館時間を通常どおりに戻しまし

た。平日は午前１０時～午後７時平日は午前１０時～午後７時平日は午前１０時～午後７時平日は午前１０時～午後７時まで、土日祝日は午土日祝日は午土日祝日は午土日祝日は午

前１０時～午後６時前１０時～午後６時前１０時～午後６時前１０時～午後６時まで開館しております。電力状況

と昨年までの利用実績を考慮しまして、夏休み中も通

常どおりの開館時間といたします。 

また、ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤの館内視聴も再開しま

したので、どうぞご利用ください。 

＊小さなお子さんの館内視聴には、保護者の方のつ＊小さなお子さんの館内視聴には、保護者の方のつ＊小さなお子さんの館内視聴には、保護者の方のつ＊小さなお子さんの館内視聴には、保護者の方のつ

きそいをお願いします。きそいをお願いします。きそいをお願いします。きそいをお願いします。    

 

子ども映画会：７月２３日（土）子ども映画会：７月２３日（土）子ども映画会：７月２３日（土）子ども映画会：７月２３日（土）    

午前１０時～１１時午前１０時～１１時午前１０時～１１時午前１０時～１１時    

場所：ございんホール 和室    

映画『おばけのてんぷら』＆おもちゃ工作      

ブックラリーブックラリーブックラリーブックラリー        

今年もたくさん本を読んで、   

プレゼントをもらおう 

読書感想文コンクール読書感想文コンクール読書感想文コンクール読書感想文コンクール    

ステキな本にであった感動を伝えよう 

しゅくだいはおまかせ＆しゅくだいはおまかせ＆しゅくだいはおまかせ＆しゅくだいはおまかせ＆    

ナツドクのススメナツドクのススメナツドクのススメナツドクのススメ    

図書館入り口に特設コーナーが出現！ 

 

みなさんも、職場やご家庭で節電に努められている

ことと思います。読書は、電力いらずのエコな娯楽で

す。テレビやパソコンの電源を消して、読書タイムを

楽しみませんか。 

 

 

７月２日（土）、３日（日）に雑誌リサイクル市を

開催しました。今年もたくさんのご来場ありがとうご

ざいました。 

売上冊数：売上冊数：売上冊数：売上冊数：            ６０６冊６０６冊６０６冊６０６冊    

売上金額：１７，売上金額：１７，売上金額：１７，売上金額：１７，０４３円０４３円０４３円０４３円 

①                    ②                       ③                   ④ 


