
 

・家庭教育講座の実施 

・親育ちに関する情報の提供 

 

各団体との連携を取りながら 

世代間交流事業や、自然体験 

活動の推進 

この事業は蔵王高校の生徒さん

が、ございんホールで職場体験学

習を実施した際「公民館に若者が

集まるには？」という課題から生

まれた、高校生ならではの発想力

とコラボした企画です。 

 

・学校支援ボランティア 

コーディネーターの 

菊池里依子（きくちりいこ）です。

各活動を効果的につなぎ、協働す

る仕組みづくりを行っています。

よろしくお願いします。 

 

 

 

 
 

 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。 

 
 

 「楽しく頭脳を鍛えよう！」基本的な打ち方から戦略的な打ち方まで幅広く行います。初心者大歓迎！ 

 ・日時／平成２４年６月１４日～７月５日までの毎週木曜日（全４回） 

     午後１時３０分～午後３時３０分 

 ・会場／ございんホール 研修室 

 ・対象／町内在住または勤務している２０歳以上の方 

 ・講師／ザ・碁・イン蔵王 佐藤 稔 先生 

 ・募集人数／２０人 ※定員になり次第締め切ります 

 ・参加費／５００円 

 ・申込先／ございんホール 

 
 

 中高生に大人気なガンダムのプラモデル、略して「ガンプラ」。プラモの

初心者からレベルアップしたい方まで、プラモショップに多数の作品を展

示している講師が丁寧に教えてくれますよ。みんなで楽しくわいわいやり

ましょう！ 

 ・日時／平成２４年７月２４日（火）・２６日（木）・３１日（火） 

     午後６時３０分～午後８時 

 ・会場／ふるさと文化会館 創作の部屋 

 ・対象／中学生、高校生（小学生は保護者同伴で参加可能） 

 ・講師／プラモデラー 岩間 勇 氏 

 ・募集人数／２０人 

 ・参加料／1,500 円（プラモデル込み） 

 ・持ち物／特になし。ガンダムマーカー、工具は貸出しますが 

      愛用の工具があればご持参ください。 

 ・申込み／ございんホール 

 ・申込み期限／７月１７日（火） 

 ・その他／作るプラモデルは、ガンダム SEED、OO ガンダム 

                      初代ガンダムの各シリーズから当日選択して下さい 

 
 

復興へ向けてみんなでがんばろう！のメッセージを込め、すばらしい蔵王町を創る協議会では、地域

ぐるみで花を育て植栽する活動の推進を図っています。 

 

 

 

 

 

円田地区公民館では、９月１日から１２月１４日までの予定で、耐震補強工事を行います。工事期間

中は、下記のとおり一部施設が使用できなくなりますのでお知らせいたします。 

１階和室 １階調理室 ２階ホール 円田出張所 

×（使用できません） ×（使用できません） ○（使用できます） 通常業務を行います 

 

 

 社会教育委員とは、社会教育法第１５条に基づき、都道府県及び市町村に設置される非常勤の特別職

公務員です。職務として社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するために、主に以下のことを

行っており、蔵王町では平成２４年４月１日から２年間の任期で１０名の方を委嘱しています。 

１ 社会教育に関する諸計画の立案 

 ２ 教育委員会からの諮問（しもん＝一定期間に意見を求めること）に応じ、これに対して意見を述べる 

 ３ 前２号の職務を行うために調査研究を行う 
                            ◎…委員長 ○…職務代理者（敬称略） 

学校関係者 
伊藤 富久男 
(遠刈田中学校校長) 

紺野 壽雄 
(永野小学校校長) 

片岡 実 
(蔵王高校校長) 

 

社会教育 

関係者 

佐藤 敏子 
(文化協会事務局長) 

佐竹 一則 
(前円田中ＰＴＡ会長) 

金峯 照美 
(エコー母親クラブ 

会長) 

河野 悦子 
(子育てサポーター) 

学歴経験者 
◎村上 新一 
(前平沢地区子ども会育

成会長) 

○我妻 康雄 
(スポーツ推進委員長)  

日下 昌宣 
(宮地区公民館長) 

 

 

 
 

家庭・地域・学校をつなぐ仕組みづくりを行い、地域の教育力の向上や活性化を図り、地域全体で子

どもを育てる環境づくりを目的とした事業です。これまで蔵王町で実施してきた「学校支援事業（学校

支援ボランティア）」に加え、家庭教育支援と地域活動支援を協議会事業の一環として位置づけることで、

各種団体や関係者の相互の連携や協力をより一層密にし、子ども達の育ちのために支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭教育支援 

学校教育支援 

家庭 家庭教育 

サポーター 

地域活動支援 
育成会 

地区 

公民館 

母親 

クラブ 

街中が花いっぱい 
行政区が植栽した花々を対象に 

コンクールを行います 

公共施設が花いっぱい 
町内の学校や公共施設において 

1,500 本の花苗を植栽します 

企業も花いっぱい 
町内企業に花の種を配布し 

花育ての協力依頼を行います 

ＰＴＡ 
学校支援 

ボランティア 

 

学校支援ボランティア

活動は、プラットフォー

ム協議会事業の一つと

して継続していきます

ので、これまでどおりの

ご協力をお願いします。 

学校支援学校支援学校支援学校支援    

ボランティアの皆様へボランティアの皆様へボランティアの皆様へボランティアの皆様へ    



 
 

 みなさんこんにちは。ございん家の母、蔵子（くらこ）です。こ

の時期暑くなったり寒くなったりで体調を崩しがちですが、みなさ

ん元気にお過ごしですか？ 

 さて、今回のつぶやきは息子の平太（へいた：小学４年生）のこ

と。この間２人で児童館に行ったとき、平太が先生に対して「お茶！」

と一言だけ発していたことにびっくりしたの。「お茶をください」  

「お茶はどこにありますか？」と、おおおお茶茶茶茶をどうしたいかをどうしたいかをどうしたいかをどうしたいか？？？？というというというという言言言言

葉葉葉葉がないがないがないがないことに…。 

考えてみると「お茶」と言われただけで「お茶が飲みたいの？」

と平太平太平太平太のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを先回先回先回先回りしてりしてりしてりして口口口口にしていたのはこのにしていたのはこのにしていたのはこのにしていたのはこの私私私私。言葉を話し

始めたばかりのちっちゃい頃の平太じゃないのに、大きくなった今

でも先回先回先回先回りしてりしてりしてりして世話世話世話世話をををを焼焼焼焼きすぎたきすぎたきすぎたきすぎた結果結果結果結果がががが「「「「おおおお茶茶茶茶！」！」！」！」でした。 

今からでも遅くない！「「「「おおおお茶茶茶茶」」」」とととと言言言言われたらわれたらわれたらわれたら「「「「おおおお茶茶茶茶がなあにがなあにがなあにがなあに？」？」？」？」

とととと逆逆逆逆にににに問問問問いかけるいかけるいかけるいかける親親親親でありたいでありたいでありたいでありたいと思いました（反省）。みなさんのお宅ではどうですか？ 

 
 

 毎年大好評のかなづちっ子水泳教室。アクアインストラクターの、よっぴー先生とのぶりん先生が、

優しくおしえてくれるよ！ 

 ・日程／平成２４年７月２４日・２５日・２７日・３１日 

８月１日・３日・７日・８日・１０日・１４日・１５日・１７日・１９日 

     〈計１３回〉 ※８月１９日は町内水泳大会内での発表会を行います 

 ・対象／町内の小学生 ・募集人数／各コース ３０人 

 ・参加料／2,000 円（初回にご持参ください） 

 ・持ち物／水着、水泳キャップ（正面に大きく名前を記入）、 

水中ゴーグル、バスタオル 

      ※例年忘れ物が多数あります。 

持ち物にはすべて学校名と名前を記入してください。 

 ・申込み／海洋センター 

 ・申込み期限／７月８日（日）※定員に達し次第締め切ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１０日から計５回開催されたナイターテニス教室。今後はサークル活動として行いますので、今

回教室に参加できなかった方も是非ご参加ください。事前申し込みは不要ですので、お気軽にどうぞ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・日時／平成２４年７月８日（日）午前９時００分～正午（受付８時３０分～） 

 ・会場／海洋センター アリーナ ・対象／高校生以上の方  ・募集人数／２４人 

 ・持ち物／筆記用具、上履き   ・受講料／１３７円（テキスト代）※高校生は無料 

 ・申込先／海洋センター     ・申込み期限／６月２９日（金） 

≪救命講習とは？≫ 

心臓がとまって倒れた人や、大ケガをして大出血をしている人を見つけた時、救急車が到着するまで、

その人の命をつなぎとめるための応急手当の方法を身につけてもらう講習です。 

病気やケガで心臓が止まると、約４分で脳の細胞死んでしまうと言われています。救急車を呼んでも、

到着まで平均約６分かかります。 

命を救うためには・・・ 

 ① 早い１１９番通報 

 ② 早い心肺蘇生法 

 ③ 早いAEDを使った電気ショック 

 ④ 早い医療処置 が必要です。 

この一連の流れを『救命の連鎖』といい、この方法を学んでいただくのが救命講習会なのです。 

 
 

海洋性スポーツに接する機会の少ない山っ子の皆さん、日頃できないマリンスポーツのカヌー、ドラゴ

ンボード、モーターボートを体験するよ！  

・日時／平成２４年８月９日（木）※悪天候時はクリーンフェスティバルを実施予定 

    集合：午前７時５０分（ございんホール玄関口） 

    実施：午前１０時００分～午後１４時３０分 

    解散：午後１６時００分予定（ございんホール） 

 ・会場／登米市 B&G 海洋センター（送迎あり） 

 ・対象／小学４年生以上の方 

 ・募集人数／２５人 ・参加費／1,000 円程度（昼食込） 

 ・持ち物／水着、バスタオル、ぬれてもよい靴、長そで T シャツ、飲み物 

 ・申込先／海洋センター  ・申込み期限／７月１６日（月） 

 
 

 海洋センターのプールは、７月７日（土）から、夜間（午後６時００分～午後８時４５

分）の時間帯もオープンします。仕事帰りに温かい水温の中で、健康増進に役立てません

か？ 

 

 
 

 

 

 元気で明るい生活を送るためのカラダ作りを目的に開催され、参加者の皆さんはストレッチ運動や筋

力アップ運動を通して、楽しみながら健康増進を図りました。今後はサークル活動として実施します。 

 

 

 

 

 

 
 

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２４年６月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

もぐりっ子コース 
（１・２年生向け：他学年も可） 

・内容／顔つけ、水なれ、水中ゲ

ーム、もぐりっこ、バタ足等 

・時間／午前９時００分～ 

かなづちっ子コース 
（２・３年生向け：他学年も可） 

・内容／水慣れ、水中ゲーム、も

ぐりっこ、バタ足、クロール体験 

・時間／午前１０時００分～ 

クロールマスターコース 
（目指せ！２５ｍ） 

・内容／水慣れ、水中ゲーム、バ

タ足、ブレス、クロール 

・時間／午前１１時００分～ 

コースは３種類。キミにあったコースを選択して申し込んでね！ 

平日の日中（午前８時３０分～午後５時１５分）に勤務していただける方を募集しています。 

明るく元気な方のご応募お待ちしています。詳しくは海洋センターまでお問い合わせください。 

プール 

監視員 

募集中 

遠刈田の方に限らず、どなたでも参加可能です。 

・日程／原則毎月第２・４火曜日 午後１時３０分～  ・場所／遠刈田地区公民館大ホール 

・参加料／月１５００円程度  ・申込、お問い合わせ先／海洋センター 

・内容／楽しい健康運動（ストレッチ・リズム体操・ウォーキング・筋力アップ運動等） 

 ※宮地区公民館で活動中の『フレッシュ・宮』も同時募集中！詳しくは海洋センターまで 

・日時／平成２４年７月５日からの予定で、毎週木曜日 午後７時００分～午後９時００分 

   ※但し、８月１５日はお休み ※7 月１８日～８月３０日の期間中は毎週水曜日になります 

※雨天等の開催中止については、当日の１８時頃海洋センターで決定します 

・会場／総合運動公園テニスコート  ・講師／ＮＰＯ法人ＯＡＺテニスクラブ 片岡 剛先生 

・参加費／１回につき、1,000 円 

・準備物／硬式用テニスラケット、シューズ、タオル、運動のできる服装 

・申込み／事前申し込みは不要。当日直接会場へお越しください。 ・問い合わせ／海洋センター 

定員間近です！ 

申込みはお早目に 



 

 

 

◆６月１６日（土） 

◆７月は映画会です 

時間：午前１１時～１１時３０分 

場所：ございんホール 和室 

 

「あめ あめ」 
Ｊキ『あめ ぽぽぽ』 （くもん出版）  

作／東 直子 絵／木内 達朗 

Ｓハ『かえるがみえる』 （こぐま社） 

作／松岡 享子 絵／馬場 のぼる 

Ｓア『空の絵本』 （講談社） 

  作／長田 弘 絵／荒井 良二 

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 

◆7 月２１日～８月２６日は午前９時開館◆ 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

 
↓ 

昨
年
の
様
子 

 

今回は、２２年度の雑誌を販売します。一冊一冊

に値段をつけない募金形式となりますので、持ち帰

りの袋と小銭をご用意ください。 

人気のイベントです。どうぞいらしてください。 

日時：７月日時：７月日時：７月日時：７月７７７７日（土）、日（土）、日（土）、日（土）、８８８８日（日）日（日）日（日）日（日）    

午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時    

    場所：ございんホール場所：ございんホール場所：ございんホール場所：ございんホール    展示室展示室展示室展示室    

＊取り置きや予約は受け付けていません。 

＊東日本大震災直後の雑誌は郷土の本として図書

館に置くため、リサイクル市の対象外とします。 

 

 

今年は、夏休み中の９時開館が復活です。朝から

待ってます！ 

★７★７★７★７月２月２月２月２１１１１日（日（日（日（土土土土）～）～）～）～８８８８月２月２月２月２６６６６日（日（日（日（日日日日））））    

＊閉館時間はいつもどおりです＊ 

 

もうすぐ夏休み。図書館はみなさんをアツク歓迎

いたします。 

子ども映画会子ども映画会子ども映画会子ども映画会スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    

★７★７★７★７月２月２月２月２００００日（日（日（日（金金金金））））午後７午後７午後７午後７時～時～時～時～８時１０分８時１０分８時１０分８時１０分    

★ございんホール★ございんホール★ございんホール★ございんホール    多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール    

＊くわしい内容は来月発行の『来ぶらり』 

＆『ひだまり』でおしらせします＊ 

ブックラリーブックラリーブックラリーブックラリー        

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！ 

 

図書館に来るときは、必ずカードをお持ちくださ

い。せっかく作ったカードです。有効に利用しまし

ょう！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

M289ﾀ 素顔の伊達政宗 佐藤憲一／著 洋泉社 

M 369 復興に命をかける 村井嘉浩／著 ＰＨＰ研究所 

M 748 ３・１１以前 「３・１１以前」写真集プロジェクト事務局／編 小学館 

69 被災地の博物館に聞く 国立歴史民俗博物館／編 吉川弘文館 

114 魂にふれる 若松英輔／著 トランスビュー 

288 メディチ家の黄昏 ハロルド・アクトン／著 白水社 

291.3 群馬 ’１３   昭文社 

312 政権交代とは何だったのか 山口二郎／著 岩波書店 

324 すぐわかる戸籍の読み方・取り方・調べ方 丸山学／著 成美堂出版 

370 伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力  ① 橋本武／著 日本実業出版社 

495 女の一生の「性」の教科書 河野美香／著 講談社 

526 東京スカイツリー成長記                   ② 東京新聞／編 東京新聞 

543 検証福島原発事故・記者会見 日隅一雄／著 岩波書店 

591 夢をかなえる「大人の家計簿」 坂田卓也／著 自由国民社 

594 着物地のバッグ 渡部サト／著 河出書房新社 

596 最新そば   旭屋出版 

689 「名旅館」全国７５軒   ﾊｰｽﾄ婦人画報社 

721 山岳讃歌                               ③ 打矢悳／著 日貿出版社 

786.5 自転車芸人・団長安田のヒルクライム入門 団長安田／著 エイ出版社 

829 文法からマスター！はじめてのタイ語 荘司和子／著 ナツメ社 

916 ｻ 紳士協定 佐藤優／著 新潮社 

933 ｳ ジーヴスとねこさらい Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 国書刊行会 

N ｱｲ 震える牛 相場英雄／著 小学館 

N ｱｻ 東雲の途 あさのあつこ／著 光文社 

H ｿﾉ 人間の基本 曽野綾子／著 新潮社 

N ﾔﾏ エムブリヲ奇譚 山白朝子／著 メディアファクトリー 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

031 現代用語の基礎知識学習版 ２０１２→２０１３ 現代用語検定協会／監修 自由国民社 

543 福島の子どもたちからの手紙 ＫＩＤＳ ＶＯＩＣＥ／編 朝日新聞出版 

908 とんちばなし 大泉書店編集部／編 大泉書店 

933 ﾌ そして、ぼくの旅はつづく サイモン・フレンチ／作 福音館書店 

F ﾀ 長ぐつをはいたネコ シャルル・ペロー／原作 ブロンズ新社 

G ﾌ カンテクレール                          ④ ヨー・ルーツ／作 朝日学生新聞社 

J ｺ おべんとう 小西英子／さく 福音館書店 

S ｳ どうやって作るの？ オールドレン・ワトソン／作 偕成社 
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５５５５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：1,847人(73..9 人/日) 貸出点数：6,165 点(241.7 点/日) 


