
 

 

 

 

 
 

 人気テレビ番組「鉄腕！DASH！！」をはじめ、多数メディ

アで話題沸騰の劇団かかし座による影絵公演「長靴をはいたね

こ」を開催します。 

 長靴をはいたねこが繰り広げる夢と感動のストーリーを、ご

家族みなさんでお楽しみください。 
 

 ・日時／平成２４年７月１４日（土） 

     午後２時開演（午後１時３０分開場） 

 ・会場／ございんホール 多目的ホール 

 ・入場料／全席自由 

前売：大人１，０００円 高校生以下５００円 

当日：大人１，５００円 高校生以下８００円 

※３歳以下のお子様は無料。但し席を利用されるかたは有料です。 

 ・チケット発売／４月２１日（土）より、ございんホール、町内地区公民館にて販売。 

 
 

 これを読んで、あなたも蔵王町通！一家に１冊いかがですか？見本は図書館にありますので、まずは

お手に取ってご覧になってみてはいかがでしょうか？お買い求めはございんホール窓口でどうぞ。 
 

■蔵王町史 全４巻（通史編・資料編Ⅰ・資料編Ⅱ・民族生活編） 

 蔵王町のなりたちと歴史、郷土蔵王に暮らした人びとの暮らしを知ること

ができる歴史書です。 

 価格／全４巻セット １０，０００円（まとめて買うとお買い得です） 

・通史編   ３，０００円  ・資料編Ⅰ ２，５００円 

・民族生活編 ２，５００円  ・資料編Ⅱ ２，５００円 
 

■蔵王町の文化財～指定文化財・指定保存樹木～ 
町指定文化財２４件と、指定保存樹木１８件を写真付きで解説していま 

す。価格／１５０円 
 

■蔵王町の文化財～名木・古木～ 
地域のシンボルとして愛され、町内に息づく多くの名木・古木の中から  

３０件を写真付きで解説しています。「指定文化財・指定保存樹木編」に紹介

されていない樹木も掲載中。価格／１，０００円 

 
 

 ４月２２日（日）に、町の美化運動の一環として「クリーン蔵王町デー」が開催されます。 

小学生や中学生のお子さんがいるご家庭は、ぜひ親子一緒にご参加ください。事業を通して地域の方

に子どもの顔を覚えてもらうことで、子どもの登下校時や生活における安心感や安全に繋がります。 

そして、地域の大人の皆さんは、参加した子ども達に「頑張っているね」と励ましの言葉をかけてあ

げてください。親や学校の先生以外の大人の方（いわゆる第３の大人）に褒めてもらうことは、子ども

にとって大きな成長と自信に繋がります。皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

 
 

 いつも大きな愛で包んでくれるお母さんに、心を込めて感謝の花をおくりませんか？ 

 ・日時／平成２４年４月２８日（土）午前１０時から ・場所／ございんホール 第１和室 

 ・材料代／１，０００円 ・申込み＆お問い合わせ／佐藤生花店 花とし 電話３３－４０９３ 

 
 

 震災の影響で修繕工事のため貸出しを中止しておりました、ございんホールの多目的ホールが４月１

日より貸出し可能となりましたのでお知らせいたします。 
 

 
 

 男性も女性も健康的ですっきりとしたカラダを維持しましょう！簡単にできるストレッチや冬場の運

動不足を解消する有酸素運動、筋力をアップさせていつまでも元気に過ごしませんか？ 

 ・日時／平成２４年５月８日、１５日、２２日、６月５日、１２日 

     午後１時３０分～午後３時００分 

・会場／遠刈田地区公民館 大ホール 

・対象／蔵王町民の方 

 ・参加料／２，０００円（５回分） 

 ・持ち物／運動ができる服装、上靴、タオル、飲料水 

 ・申込み先／海洋センター 

 ・申込み期限／５月６日（日） 
 

 
 

 ようやく暖かくなってきました。冬の運動不足を解消するために、硬式テニスの基礎を学びながら、

楽しくラリーしてみませんか？ 

・日 時／平成２４年５月１０日、１７日、２４日、３１日、６月７日、１４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 

・対象者／１８歳以上の町内在住の方または町内に勤務しているテニス初心者の方 

・募集人数／２５名 

・受講料／３，０００円（６回分） 

・準備物／硬式用ラケット（無い方は貸出しします）、シューズ 

タオル、運動できる服装 

・申込先／海洋センター 

・申込み期限／４月２８日（土） 
 

 
 

 平成２４年４月１日より、町内にあるグラウンドの使用料金が一部改正となりましたのでお知らせい

たします。                                 （単位：円） 

 利用者区分 午前 
9:00-12:00 

午後 
12:00-17:00 

夜間 
17:00-21:00 

蔵王球場 
蔵王町民 2,400 3,600 2,400 

蔵王町民以外 4,800 7,200 4,800 

総合運動公園多目的グラウンド 
蔵王町民 1,600 2,400 1,600 

蔵王町民以外 3,200 4,800 3,200 

サン・スポーツランド蔵王 
蔵王町民 1,600 2,400  

蔵王町民以外 3,200 4,800  

宮運動公園広場 

平沢コミュニティグラウンド 

白山公園グラウンド 

蔵王町民 1,200 1,800  

蔵王町民以外 2,400 3,600  

七日原グラウンド 
蔵王町民 800 1,200  

蔵王町民以外 1,600 2,400  

 
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 
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蔵王町史 

指定文化財・指定保存樹木 

初心者大歓迎！ 

基礎から楽しく 

始められます 



 

 

 

◆４月２１日（土） 

◆５月はお休みします 

時間：午前１１時～１１時３０分 

場所：ございんホール 和室 

 

「おでかけ しよう♪」 
Ｊハ『おでかけのまえに』 

作／筒井 頼子 絵／林 明子（福音館書店） 

Ｊニ『むしむしでんしゃ』 

文／内田 麟太郎 絵／西村 繁男（童心社） 

Ｇケ『ロッテ ニューヨークにいく』 

  文／ドーリス・デリエ 絵／ユリア・

ケーゲル 訳／若松 宣子（理論社）など 
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

●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 

 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

広報ざおう４月号でおしらせしているとおり、４

月から円田、宮、遠刈田の各出張所に本や雑誌が返

却できるようになりました。利用上のお願いは以下

のとおりです。 

★CD・ビデオ・DVD はこわれやすいので、直接

図書館カウンターにお返しください。 

★大型絵本など、返却口に入らない場合も直接図

書館にお返しください。 

★いったん返却ポストに入れたら、図書館で返却

処理をするまで照会には応じられません。近々図書

館にいらっしゃる予定がある方は、返却ポストでは

なく図書館に返却お願いします。 

～その他、ご不明な点は～その他、ご不明な点は～その他、ご不明な点は～その他、ご不明な点はすべてすべてすべてすべて図書館まで～図書館まで～図書館まで～図書館まで～    

 

３月２４日（土）に、子ども映画会を開催しまし

た。９０分の映画『おまえうまそうだな』を、時に

は笑い、時にはこわがりながら楽しんでいました。 

参加者数：１１人（こども９人、大人２人） 

 

特別整理期間のため、4 月 1８日（水） 

～２０日（金）の 3 日間を休館とさせて 

いただきます。休館中は、本の棚おろし 

と、普段できない大掃除を行います。 

なお、休館中は返却期限が来ることは 

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。    

 

２３年度の貸出状況や、１２月から１月にかけて

行ったアンケートの結果などを総合して、新年度か

ら以下の雑誌が新登場です。よろしくお願いしま

す！ 

タイトル 備考 

世界   

正論   

Come home!   

愛犬の友 『愛犬チャンプ』休刊のため 

Number   

つり情報   

小型全国時刻表 『文字の大きな時刻表』と交代 

オールドタイマー   

Mart 『サンキュ！』と交代 

non-no 『with』と交代 

Precious 『VERY』と交代 

edu 『プレジデント family』と交代 

LiVES   

日経マネー 『あるじゃん』休刊のため 

趣味の園芸   

ひよこクラブ 『たまごクラブ』と交替 

のらのら   

 

 

 
ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

M 369 自衛隊員が撮った東日本大震災           ① マガジンハウス／編 マガジンハウス 

M 673 仙台の安うまグルメ プレスアート／編 仙台：プレスアート 

021 編集者の危機管理術 堀田貢得／著 青弓社 

180 おとなの仏教入門   日経ＢＰ社 

227 図説メソポタミア文明 前川和也／編著 河出書房新社 

293.5 親子のためのパリ案内 ＰＲＥＳＳ ＰＡＲＩＳ／著 六耀社 

335 ミッション 大塚英樹／著 講談社 

338 カード審査に落ちる人、住宅ローンが組める人 アディーレ法律事務所／著 ワニブックス 

369 震災死 吉田典史／著 ダイヤモンド社 

376 受験生すぐにできる５０のこと 中谷彰宏／著 ＰＨＰ研究所 

404 学者になるか、起業家になるか 城戸淳二／著 ＰＨＰ研究所 

498.3 足のお悩み丸ごと解決！クリニック 日経ヘルス／編 日経ＢＰ社 

593 着物リフォーム基礎ＢＯＯＫ   主婦の友社 

594 かんたんかわいい！手作りマスク           ②   ブティック社 

596 あったかスイーツ 福田淳子／著 主婦の友社 

596 初心者でもつくれるプレミアム料理   ＮＨＫ出版 

751 １００円グッズでスイーツデコ ２ 永高真寿美／著 主婦と生活社 

774 上方のをんな 片岡秀太郎／著 アールズ出版 

787 ノット＆ロープワーク１００種   ケイエス企画 

910.2 新聞小説の魅力 飯塚浩一／著 東海大学出版会 

936 未解決事件（コールド・ケース） マイケル・カプーゾ／著 柏書房 

L ﾐｼ ヒタメン 岩下尚史／著 雄山閣 

N ｲｼ スイングアウト・ブラザース                 ③ 石田衣良／著 光文社 

N ｵｵ 鮫島の貌 大沢在昌／著 光文社 

N ｷﾀ 中野さぼてん学生寮 北尾トロ／著 朝日新聞出版 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

019 １０代の本棚 あさのあつこ／編著 岩波書店 

369 震災が教えてくれたこと 今野公美子／著 朝日学生新聞社 

759 まるごとたこ凧カイト 土岐幹男／編著 いかだ社 

913 ﾅ ツチノコ温泉へようこそ                 ④ 中山聖子／作 福音館書店 

943 ﾖ ビッケと空とぶバイキング船 ルーネル・ヨンソン／作 評論社 

G ﾌ うんちっち ステファニー・ブレイク／作 あすなろ書房 

 J ﾆ うつぼざる もとしたいづみ／文 講談社 

J ｵ ゆうれいのまち 恒川光太郎／作 岩崎書店 
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蔵王町立図書館    電話電話電話電話 33333333----2018201820182018    

http://www.gozain.jp/library/ 

３３３３月の利用状況月の利用状況月の利用状況月の利用状況 開館日数：２６日    

利用者数：2,126人(81..8 人/日) 貸出点数：7,059 点(271.5 点/日) 


