
 

・配布開始日／平成２４年８月２１日（火）午前９時００分～ 

・配布場所／ございんホール 

◇定員になり次第配布を終了しますので、お早めにお求めください。 

 

 

 

 
 

１０月に行われる、ねんりんピック宮城・仙台２０１２の開催を記念して、  

人気テレビ番組『笑点』大喜利メンバーである、六代目 三遊亭円楽氏の講演会

を開催します。 

「笑いある人生」をテーマに、人生８０年時代、人と楽しく過ごす方法と、  

生活における笑いの大切さを楽しくご伝授します。ぜひ皆様お誘いあわせの上、

ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ７月１４日に、劇団かかし座による影絵公演「長靴をはいたね

こ」が開催されました。 

 前段として、手影絵をみんなでやってみよう！というコーナー

があり、誰もが一度はやったことがあるであろう「トリ」や、ち

ょっと難度が高い「ふくろう」を教わり、みんなで楽しみました。

その後、観客の子どもたち３人がステージに上がり、教わった手

影絵を舞台で披露しました。 

 

 

本編では、スクリーンで投影される影絵だけではなく、劇団員さん

の歌や踊りもある華やかなステージに、会場全体が物語に引き込まれ

ていきました。 

 また、「影絵遊び体験ブース」も設置され、実際にかかし座で使用

している人形を使ったり、手や身体を使っての影絵を、子どもから大

人まで夢中で楽しんでいました。 

 
 

７月２４日から３回にわたり、若者に人気のガンダムプラモデル

（略してガンプラ）作り教室が開催されました。プラモデルを組み

立てる「素組み」からはじまり、マーカーや塗料を使っての着色、

最後はオリジナル色を深める「改造」までの工程を、講師の指導の

元、参加者の皆さんは一生懸命取り組んでおりました。 

親子で参加した方が多く、共同作業で作り上げたガンプラは、夏

休みのいい思い出になったようです。普段ひとりで組み立てている

という若者も、みんな一緒にやるとより楽しさが増します！と笑顔

で話してくれ、和気あいあいとした雰囲気での教室でした。 

 
 

６月１４日から４回にわたり、趣味の拡大と受講者同士の交流を深

めることを目的として、囲碁教室が開催されました。 

囲碁は右脳・左脳を同時に鍛えられ、生涯にわたって楽しめる趣味

とあって、参加者は熱心に碁を打っていました。 

なお、今回の講師は、町文化協会に加盟しているサークル「ザ・碁

イン・蔵王」のみなさんに、マンツーマンによる丁寧な指導や協力を

いただきました。 

 
 

 蔵王町子ども会育成会の主催で、７月２９日の事前研修会及び、７月

３１日から１泊２日の日程で、インリーダー合宿研修会が蔵王自然の家

で開催されました。 

インリーダーとは子ども会の中のリーダーを指し、小学４年生から６

年生の元気な子どもたちが参加してくれました。 

インリーダーの活動をサポートするのは、中学１年生から高校３年生

までのジュニア・リーダー。地区育成会会長及び成人指導者は全体的な

フォロー役となり、子どもたちの活動を見守ります。 

子どもたちは、学校・年齢が異なるグループの仲間と協力し、自ら考え自主的に判断しながら創作活

動や野外炊飯活動などを行いました。キャンプファイヤーでは最強の助っ人、蔵王町青年会のメンバー

が盛り上げてくれ、楽しい夜のひとときを過ごしました。 

インリーダーとして、ジュニア・リーダーとして、大きく成長した研修会でした。 

 
 

 夏休み期間中、町内５つの公民館で開かれた、子どものための

自主学習室「ございん寺子屋」。 

テレビもゲームもマンガもない、最高に集中できる環境に加え、

相談員の先生によるアドバイスや、支援員である地域の皆さんか

らの励ましによって、子どもたちはいつも以上に集中力を高めな

がら勉強に読書に取り組んでおりました。 

 残りわずかな夏休み、寺子屋は下記日程で開校しています。宿

題がまだ終わっていない！２学期にむけてエンジンをかけた

い！まったり読書をしたい！生活のリズムを取り戻すためにも是非有効活用してくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちの学力向上と、地域のみんなで子どもたちを育てていく

ことを目的とした「ございん寺子屋」。 

学校が始まる２学期からは「ございん学習室」と名称を代え、

ございん寺子屋同様、相談員による勉強のアドバイスや勉強しやすい

環境づくりを行い、会場を小学校内に移し、放課後の時間帯に開校い

たします。 

 

子どもたちは大人

がびっくりするほ

どの集中力でした 

環境省では、地球温暖化対策の一環として、一人一人のエアコン使用をやめ、涼しい場所をみんな

でシェアする『クールシェア』を呼びかけています。町ではございん寺子屋を子ども達のクールシ

ェアスポットとして設定し、節電の一環となりました。 

みんなで 

節電 

入場整理券の配布について 

 

・日時／平成２４年１０月１４日（日） 

開演：午後１時３０分（開場：午後１時００分） 

・会場／ございんホール 多目的ホール 

・入場料／全席自由 無料（ただし、入場整理券が必要です） 

     ※小学生以下のお子様の入場はご遠慮ください 

・お問い合わせ／ねんりんピック推進室（電話 ３３－２２１３） 

・日時／平成２４年８月２１日（火）～８月２４日（金） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

    時間内であれば、好きな時間に来て、好きな時間に帰れます 

・会場／円田地区公民館、平沢地区公民館、ございんホール、宮地区公民館、遠刈田地区公民館 

・持ち物／自分の宿題やドリル等の勉強道具、飲み物 

（自主学習室のため、寺子屋からプリント等の配布はありません） 



食事の時のおしゃべりは、美味しい料理をよりおいしくする調味料だと思うの。 

お小言はグ～っと呑み込み、携帯は閉じて、楽しい会話ができると素敵よね♪ 
 

 
 

 こんにちは。ございん家の母、蔵子です。 

昨日、家族で外食を楽しんできたのですが、隣のテーブルに座った家族

がやけに静か。子どもたちはどうみても３歳くらいの子どもたち。・・・

これってなんだか違和感ありませんか？ 

「静かに料理を待つことができる子どもたちで、とってもおりこうさん

で、うらやましいわ～。」 

という声もわかります。うちも子どもが小さい時、席を立って歩きまわ

るなだとか、大きすぎる声でしゃべるなとか、口うるさく言っていたもの。 

確かに、子どもにゲームを預けておけば、店の中を動き回ることもなく、

静かに席に座っていることができて、お店にも周囲のお客さんにも迷惑が

かからない。親だって子どもが静かなら、穏やかな気持ちでご飯を食べることもできるし・・・ 

でも、ずっと親子が無言のまま過ごす状況、それでいいの！？ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 町内全ての小学校の図書室では、図書整備ボランティアさんによる本の修理、新しい本へのカバー付

け作業、整理整頓作業等を行っています。ボロボロの本を手にするより、きれいに修理された本の方が

うれしいですよね。子どもたちが少しでも、本を好きになりますように・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 レクリエーション性の高い小学生向けの競技から、自由形や平泳ぎの競泳で全国ランキングを知るこ

とが出来る、インターネット水泳記録会など盛りだくさんの種目で開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・日時／平成２４年８月１９日（日） 午前８時３０分～ 

 ・会場／海洋センター プール 

 
 

 ございんホールで元気にあいさつしてくれる子どもたちが増えています。 

 大人も負けずに！「あかるく」「いつも」「さきに」「つづけて」 

 
 

 震災がれき処理のため、貸出し再開を見合わせておりました白山グラウンドについて、使用可能にな

りましたのでお知らせいたします。 

 野球、ソフトボール、その他多目的にご利用いただけるグラウンドです。ご利用の際は、円田出張所

（円田地区公民館）に申込みの上、利用をお願いいたします。 

 ○予約・申込み窓口／円田出張所    電話 ３３－２３３２ 

 ○その他のお問い合わせ／海洋センター 電話 ３３－３３８８ 

 

 

 夏真っ盛り！暑い日はもちろん、ちょっと肌寒い日も温かい水温のプールで

快適に泳げるプールです。健康づくりやリフレッシュ、そして目指せ！リオデ

ジャネイロオリンピック！！ 

 

  ≪プール利用料金≫ 

 午前 

9：00-11：45 

午後 

13：00-16：45 

夜間 

18：00-20：45 

幼児 無料（但し、要付添い。付添い者は一般料金が必要です） 

小・中学生（※） 50円 50円 50円 

一般（高校生以上） 200円 200円 200円 

   （※）土日祝日は、AZ９パスポートの提示により、料金が無料になります。 

 （注）町外在住者は、おのおの倍額となります 

 

≪プール利用期間≫ 

   ○午前・午後・夜間／～９月９日（日） ○午前・午後／～９月３０日（日） 

 
 

 ７月２９日、蔵王高校グラウンドを会場に開催されました。この日

も夏まっさかりの暑さでしたが、２０代から７０代までの幅広い年代

の皆さんに参加していただきました。 

ペタンクは年齢や性別などによるハンデがほとんどなく参加できる

ニュースポーツとあって、参加者の笑顔が溢れながらも、ロンドンオ

リンピックさながらの、手に汗握る熱戦が繰り広げられました。 

 

 

 

 

 
 

 ６月７日から８月９日までの期間中、毎週木曜日に

開催された成人向け水泳教室。久しぶりに水泳をする

方や、水泳が苦手だわ・・・という方を対象に実施し

ました。 

 教室では、長く楽に泳ぎ続けられるクロールの完成

を目指しました。水泳は、陸上で行うスポーツと比べ

ると、カラダに負担が少ない運動ですので、効果的な

シェイプアップや健康増進が期待できます。 

参加者の皆さんは水の中でゆったりと体を動かしていました。 

 

 

 

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８月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

小学５・６年生に「楽しい食事の場面はいつですか」という質問に、「外食」と答えた子が６５％ 

おり、理由として「会話があるから」「みんなと一緒だから」といった回答が多くみられました。 
平成２０年度蔵王町食育推進アンケートより 

 

ちな 

みに… 

ノータッチボール、水中宝さがしゲーム 

浮き輪でＧＯ、ラッコ泳ぎリレー 

４人ライフジャケットレース 

競泳（インターネット記録会） 

２５ｍビート板、水泳教室発表会 

１００ｍ自由形リレー 

優勝／スポーツ推進委員チーム 

準優勝／ペタンク愛好会 

第３位／チーム円田 

 

出場希望者は 

海洋センターまで！ 



 

 

 

◆８月１８日（土） 

◆９月 ８日（土） 

時間時間時間時間：：：：午後午後午後午後３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～４４４４時時時時    

場所：ございんホール 和室 

 

「なつは たのしい 
あそびが いっぱい」 

Ｓハ『うみ』文／中川 ひろたか 

   絵／はた こうしろう（自由国民社） 

Ｇマ『おばけやしきなんてこわくない』  

文／ローリー・フリードマン 

絵／テレサ・マーフィン 

訳／よしい かずみ（国土社）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 

◆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～ 

 

新しく入ったＤＶＤの一部をおしらせします。ど

うぞご利用ください。 

分類 タイトル 

V-10 
海上保安官が見た巨大津波と 

東日本大震災復興支援 

V-25 歴史秘話ヒストリア 戦国武将編２ 真田幸村 

V-25 歴史秘話ヒストリア 戦国武将編２ 伊達政宗 

V-31 スペースシャトル その成功と挫折 

V-Y ﾊ ハリー・ポッターと死の秘宝 ＰＡＲＴ ２ 

V-A ﾊ ハードル 

 

 

月一回、土曜日の午前１１時から開催していまし

たが、８月から８月から８月から８月から午後３時３０分～４時に変更午後３時３０分～４時に変更午後３時３０分～４時に変更午後３時３０分～４時に変更し

ます。お出かけの帰りや夕飯のお買い物のついでな

どにぜひいらしてください。 

 

図書館は皆さんの夏を応援します。さがしている

本がみつからないときなど、声をかけてくださいね。 

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。 

 小学２年生以下は２０冊、 

小学３～６年生は１５冊が目標です。 

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    

    

 

夏休みも残りわずか。宿題の進みぐあいはいかが

ですか？ 何かを調べたり、探したりするお手伝い

は喜んでやらせていただきますが、宿題はあくまで

もお子さんへの課題です。保護者の方でなく、お子

さん自身が図書館のスタッフに話しかけるようにご

指導ください。 

 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

007.5 すぐわかるＤＶＤ＆ブルーレイ活用 間久保恭子／著 アスキー・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 

290.1 文化的景観                            ① 金田章裕／著 日本経済新聞出版社 

291.2 るるぶ山形 ’１３   ＪＴＢパブリッシング 

318 放射能を背負って 山岡淳一郎／著 朝日新聞出版 

338 働くママの節約お財布レシピ   グライドメディア 

459 結晶とはなにか 平山令明／著 講談社 

498.5 妊婦食堂 妊娠食育研究会／著 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ・ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ社 

517 ダムカード大全集                    ② 宮島咲／著 スモール出版 

538 閃く脳の作り方                      川口淳一郎／著 飛鳥新社 

593 清野恵里子のきものの愉しみ帯あそび 清野恵里子／著 集英社 

596 具材に注ぐだけ！お弁当カップスープ１０６ 植木もも子／著 日東書院本社 

596 新味和風デザート和風菓子 大田忠道／著 旭屋出版 

611 一目でわかる！図解日本食料マップ 食料問題研究会／著 ダイヤモンド社 

726 蒼山日菜のレース切り絵 蒼山日菜／著 講談社 

771 チケットを売り切る劇場 垣内恵美子／編著 水曜社 

786.1 バテない体をつくる登山エクササイズ 大森義彦／監修 誠文堂新光社 

786.5 ｶﾘｽﾏｻｲｸﾘｽﾄ鳴嶋英雄の自転車の楽しみ方 光森忠勝／著 朝日新聞出版 

839 マザーグースの唄 寺沢美紀／編 ＩＢＣパブリッシング 

902 本格ミステリ鑑賞術 福井健太／著 東京創元社 

933 ｾ 極北 マーセル・セロー／著 中央公論新社 

933 ﾓ 夜のサーカス ｴリン・ﾓｰゲンスターン／著 早川書房 

943 ﾒ リスボンへの夜行列車 パスカル・メルシエ／著 早川書房 

H ﾔﾏ キマジメ人生相談室 山口瞳／著 河出書房新社 

N ｱﾍ 烏に単は似合わない 阿部智里／著 文藝春秋 

N ﾖｼ 太陽は動かない 吉田修一／著 幻冬舎 

N ｶｲ ケルベロスの肖像                   ③ 海堂尊／著 宝島社 

N ﾊﾀ ひなこまち 畠中恵／著 新潮社 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

453 巨大地震をほり起こす 宍倉正展／著 少年写真新聞社 

594 ガールズクラフト 少女の会／著 いかだ社 

799 めざせ！ダンスマスター １～３   岩崎書店 

913 ｺ お菓子の本の旅 小手鞠るい／著 講談社 

933 ﾌ 海辺の宝もの                       ④ ヘレン・ブッシュ／著 あすなろ書房 

G ﾙ アマンディーナ セルジオ・ルッツィア／作 光村教育図書 

J ｲ おうしげきだん スズキコージ／作 岩崎書店 

S ﾏ 蔵王さまと行者さま 総本山金峯山寺／著 コミニケ出版 
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①                        ②                       ③                    ④ 

 

蔵王町立図書館    電話電話電話電話 33333333----2018201820182018    

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

７７７７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：２５日    

利用者数：2,239 人(89.6 人/日) 貸出点数：7,736 点(309.4 点/日) 


