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癒しのハーブ教室癒しのハーブ教室癒しのハーブ教室癒しのハーブ教室    好評につき第２回目教室を開催します！好評につき第２回目教室を開催します！好評につき第２回目教室を開催します！好評につき第２回目教室を開催します！    
７月１５日にハーブ教室が開催されました。ハーブの育て方から始まり、夏にぴったり冷たいレモングラス 

ティーを味わったり、ステビアの甘さにびっくりしたり、美味しく体にも良いハーブを丸ごと堪能した内容で、 

参加者の皆さんからは次回の教室が待ち遠しい！との声を多くいただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「「「「白石和紙あかりワークショップ白石和紙あかりワークショップ白石和紙あかりワークショップ白石和紙あかりワークショップ」を開催します」を開催します」を開催します」を開催します    
世界に一つの手作りランプシェードを作成してみませんか？ 

灯りをともせば和紙の温かみのある明かりで、いつもの部屋が違う雰囲気に…。 
  

・日時／１０月４日（火）、１２日（水）午後７時～９時 

    ・場所／ございんホール 創作の部屋 

    ・対象／町内にお住まい又は勤務している１８歳以上の方 

    ・募集人数／１０名 

    ・受講料／３５００円（材料費込） 

    ・申込み期限／９月２２日 
 

ございんホールで公開録音ございんホールで公開録音ございんホールで公開録音ございんホールで公開録音されたされたされたされた「ＮＨＫ真打ち競演」「ＮＨＫ真打ち競演」「ＮＨＫ真打ち競演」「ＮＨＫ真打ち競演」の放送日決定！の放送日決定！の放送日決定！の放送日決定！    
３月５日に満員の観衆の中公開録音された「真打ち競演」ですが、震災の影響で放送日が延期となっており 

ました。昭和のいる・こいる、桂文生など６組の出演者による名人芸に、大きな笑いがあふれた公演の模様を 

お楽しみ下さい。 

○日時／９月１０日（土）、１７日（土）午後８時０５分～８時５５分  ○放送局／ＮＨＫラジオ第１ 

 

 

震災による破損で貸出を中止している多目的ホールについては、工事完了の見通しが立っていないため、現在 

予約受付を行っておりません。１０月１日に開催するマリンバコンサート、その他ホール主催事業については工 

事の合間をぬっての開催であり、一般の方への貸出しはまだ出来ない状況でございます。 

多目的ホールの利用再開日および予約開始日については、決定しだい生涯学習だよりでお知らせいたします。 

ご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

計画停電が実施された場合のグループは下記のようになっております。計画停電になった際の対応につきまして

は施設によって異なりますので、ご利用の際は各施設にお問い合わせいただきますようお願いいたします。 
 

７グループ 円田地区公民館、平沢地区公民館 

１３グループ 宮地区公民館、勤労者体育センター 

１６グループ ございんホール、海洋センター、遠刈田地区公民館、サンスポーツランド蔵王 

 

 
７月１３日、宮幼稚園で腹話術の鑑賞会がありました。ボランティアさんと＂だいちゃん＂が語る民話「だんご

どっこいしょ」を鑑賞しました。腹話術を初めて見る子どもたちも多く、鑑賞後も＂だいちゃん＂と楽しいひとと

きを過ごしました。 

 ７月１５日には、平沢小学校３・４年生

を対象にギター演奏会が開催されました。

美しい音色のギター演奏を聞いた後には、

子ども達が実際にギターを持ち、演奏体験

も行われました。最後は子ども達から「翼

をください」の合唱が披露され、ボランテ

ィアの皆さんはサプライズプレゼントにと

ても喜んでいました。 
 

 
 

第２３回第２３回第２３回第２３回 B&GB&GB&GB&G 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    開催せまる！開催せまる！開催せまる！開催せまる！    
夏の恒例行事となる水泳大会。老いも若きもみんなで狙おう、新記録！！

かなづちっ子水泳教室で頑張っている子どもたちの発表会もあります。 

この夏成長した子どもたちへ、みなさんの熱い声援をお願いします。 
 

 ○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 

     ※大会への出場申し込みは締め切りました※ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 本来は他地域での開催でしたが、震災の影響により蔵王町での開催となりました。東北６県の予選

を勝ち抜いた各チームが熱い戦いを繰り広げます。みなさんの応援で、大会を盛り上げましょう！ 

○日程／８月２０日（土）（予備日・２１日）  ○会場／総合運動公園多目的グラウンド 

 

 

広い視野と柔軟性あふれる中学生の声「少年の主張仙南地区大会」が開催されます。どなたでもご覧いただけ 

ますので、ぜひご観覧ください。 

○日時／８月２６日（金）午後１時～午後４時  ○会場／宮中学校体育館 
 

 
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８月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

～～第２回ハーブ教室～～第２回ハーブ教室～～第２回ハーブ教室～～第２回ハーブ教室を開催を開催を開催を開催します～～します～～します～～します～～    
・日時／９月１５日（木）午前１０時～正午 

・場所／ございんホール 和室 

・対象／１８歳以上の方 

・募集人数／２０名 

・受講料／１０００円（ハーブ等の材料費込） 

・申込み期限／８月３１日 

世界各国で活躍しているマリンバ奏者、大熊理津子が蔵王町にやってきま

す。目で見て、耳で聞いて、心と体で感動する、生でしか味わうことので

きないステージをこの機会にご堪能ください！ 

日時／１０月１日（土）午後２時開演（午後１時３０分開場） 

会場／ふるさと文化会館 多目的ホール 

整理券配布／９月１日より、ふるさと文化会館、各地区公民館にて 



 

 

 

 

 

◆８月２０日（土） 

◆９月１０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 

７７７７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：２６日    

利用者数：2,017 人(77.6 人/日)  貸出点数：7,714 点(296.7 点/日) 
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ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 
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D007 大きな字ですぐわかるはじめてのエクセル 尾崎 裕子／著 アスキー・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 

M369 ３・１１東日本大震災１カ月の記録 河北新報社／編 竹書房 

023 ２０１５年の電子書籍 野村総合研究所／著 東洋経済新報社 

070 戦場カメラマンという仕事   洋泉社 

141 お化け屋敷で科学する！ 日本科学未来館／著 扶桑社 

291.1 函館 ’１２   昭文社 

291.2 仙台・松島・蔵王・平泉   ＪＴＢパブリッシング 

291.3 横浜 ２０１２   昭文社 

291.7 広島・宮島 ’１２   昭文社 

336 現場マネジャーのためのパワハラいじめ対策ガイド 石井 輝久／編著 日経ＢＰ社 

338 為替がわかると経済が見える                   ① 山岡 和雅／著 技術評論社 

375 ノートの書き方教科書 丹伊田 弓子／監修 山と渓谷社 

491 人体新書ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＥＤ   ニュートンプレス 

595 大人かわいいまとめ髪   主婦と生活社 

596 シフォンサレ＆シフォンスクレ 小島 喜和／著 日東書院本社 

599 おとなごはんと一緒に作れる、９カ月からの離乳食 岡村 淑子／著 河出書房新社 

611 成功する地域資源活用ビジネス 伊藤 実／著 学芸出版社 

648 知りたかったチーズの疑問Ｑ＆Ａ 坂本 嵩／著 飛鳥出版 

726 ＭＯＥ絵本教室 ＭＯＥ編集部／編 白泉社 

780 ここ一番に強くなるスポーツキッズのお弁当レシピ   ② 川端 理香／著 ＰＨＰ研究所 

783.7 考える力を身につけるソフトボール練習メニュー２００ 宇津木 妙子／監修 池田書店 

933 ｷ アンダー・ザ・ドーム 上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 

L ｻﾉ 佐野洋子                            ③   河出書房新社 

N ｼﾖ オブ・ラ・ディオブ・ラ・ダ 小路 幸也／著 集英社 

N ﾇﾏ ユリゴコロ 沼田 まほかる／著 双葉社 

N ﾐﾁ 花と流れ星 道尾 秀介／著 幻冬舎 

N ﾔﾏ 空也上人がいた 山田 太一／著 朝日新聞出版 

こ 

ど 
も 

388 お化け大図鑑 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・ｽｲｰﾄ／編集・構成 ＰＨＰ研究所 

537 ジャイアントマシーン スティーブ・パーカー／著 ゆまに書房 

648 みらくるミルク                          ④ 中西 敏夫／文 福音館書店 

726 おし花の工作図鑑 岩藤 しおい／著 いかだ社 

913 ﾏ 鉄のしぶきがはねる まはら 三桃／著 講談社 

933 ｴ ハートビートに耳をかたむけて ロレッタ・エルスワース／著 小学館 

G ｴ ほんなんてだいきらい！ バーバラ・ボットナー／ぶん 主婦の友社 

Ｊｶ おにもつはいけん 吉田 道子／文 福音館書店 

S ﾀ じめんのしたの小さなむし たしろ ちさと／作 福音館書店 

 

 

●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 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

図書館システム更新のため、臨時休館させていただ

きます。なお、休館日に返却予定日が重なることはあ

りません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を

お願いします。 

臨時休館：９月２７日（火）～臨時休館：９月２７日（火）～臨時休館：９月２７日（火）～臨時休館：９月２７日（火）～    

９月３０日（金）９月３０日（金）９月３０日（金）９月３０日（金）    

 

いつもよりちょっと短い今年の夏休み。宿題が終わ

らなくて困っているなら、迷わず図書館へ。宿題に役

立つ本がいっぱいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵王町に伝わる昔話の紙芝居が入りました。『朝日

山のきつねっこ（１）』、『朝日山のきつねっこ（２）』

（写真）、『ブナ堂さん』、『うなぎとかに』、『なっとう

おしょう』の５作です。これからも増える予定です。

どうぞご利用ください。 

 

 

７月２５日から、蔵王町も計画停電の対象エリアと

なりました。『不実施が原則』ですが、実施された場

合は図書館の利用も一部制限されますので、ご理解ご

協力をお願いします。 

＊ございんホールは第１６グループです＊＊ございんホールは第１６グループです＊＊ございんホールは第１６グループです＊＊ございんホールは第１６グループです＊    

 

 

７月２０日に、キハラ

株式会社さんからブック

トラック１台が寄贈され

ました。社団法人日本図

書館協会による東日本大

震災復興支援事業の一環

で、岩手・宮城・福島の

図書館に続々と届いてい

るそうです。どうもあり

がとうございました。 

 

①                  ②                       ③                    ④ 
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