
 

ペタンクとは、こんなスポーツです 
ペタンクは簡単にいうと、陸上で行うカーリングのようなもの。目印となるミニボールを目指し 

て、A チームと B チームが鉄のボールを投げ合い、より近づけたほうがポイントを得るゲームです 

■ルールが簡単なので、当日のルール

説明ではじめてやる方も楽しい！ 

■体格・体力のハンデがつきにくい競

技なので、スポーツを苦手とする方

でも集中力しだいで優勝を狙えま

す！ 

 

 

 
生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！写真も蔵子もフルカラーでご覧いただけます→ございんホール  検索 

 
 
平成１６年７月に開館したございんホールが満１０年を迎えます。１０年の節目を記念し、式典およ

び名誉館長の就任式を開催します。みなさまのご来場お待ちしております。 
・日  時／平成２６年７月２３日（水） 午後２時００分～  
・会  場／ございんホール 多目的ホール ※全席自由 入場無料 
 
 
 ございんホール名誉館長就任を記念して、「六代目三遊亭円楽 落語会」を開催します。 

 テレビでおなじみの円楽師匠の、抱腹絶倒の落語会にぜひお越しください。 

・日  時／平成２６年７月２３日（水）  

開演 午後６時００分～ 開場 午後５時３０分 
・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１，５００円 中高生  ７００円 小学生 無料 
【当日】 大人２，０００円 中高生１，０００円 小学生 無料 

       ※未就学児の入場はできません 
・チケット取扱所／ございんホール 各地区公民館 
 
 
日頃曖昧になっているマナーに関する疑問を解決して、男の品格を高めませんか？ 

 男女合同で開催する３回目には、本場フランス料理のビュッフェ（立食）で、テーブルマナーも学 
びます。 

・日  時／平成２６年７月１０日（木），１７日（木），１９日（土） 

      １，２回目 午後７時００分～午後８時３０分   

３回目 正午～午後１時３０分 
・会  場／ございんホール 研修室 
・内  容／第１回 第一印象を高めるコツ 第２回 魅せる立ち方  

第３回 テーブルマナー教室 
・対  象／町内在住または、町内に通勤・通学している、成人の方 
・受 講 料／１，２回目 各回５００円 ３回目 ３０００円（食事代込） 
・持 ち 物／筆記用具 
・講  師／デイリーマナー教室 小藤 弓 先生 
・申し込み／７月１日まで ございんホール（３３－２０１８） 

 
 
ＩＨクッキングヒーターを使った、お手軽時短料理教室の第２回を開催します。 

 夏の彩ランチメニューで、暑さを乗り切りましょう。 
 ・日  時／平成２６年７月１１日（金）  

午前１１時３０分～午後１時３０分 
 ・場  所／ございんホール 調理室 
 ・内  容／夏野菜の彩ランチメニュー 
       たっぷり野菜のカレーうーめん バンバンジー  

えびのマヨネーズ焼き 白玉アイスの塩キャラメル風味 
 ・定  員／７名（定員になり次第締め切り） 
 ・受 講 料／５００円 
 ・持 ち 物／エプロン 
 ・講  師／東北電力白石営業所 ホームアドバイザー  

遠藤由美子氏・國分栄子氏  

 
 

 ６月よりオープンしている海洋センターのプールですが、 
７月１９日（土）より夜間（午後６時００分～午後８時４５分） 

のプールも営業を開始します。 
温かい水温の中、体の負担が少ない水中の運動をとおして、 
健康増進やストレス解消をしてみませんか。 

 
 

 
・日  時／平成２６年７月５日（土）午前９時～正午 
・会  場／Ｂ＆Ｇ海洋センター アリーナ 
・内  容／講話『応急手当の重要性』 実技『基本的な心肺蘇生法』『ＡＥＤの使用法』 
・対  象／町内小中学校教職員 プール監視員予定者 町内にお住まいの方 
・定  員／２０名（定員になり次第締め切り） 
・受 講 料／１４１円（テキスト代） ※高校生以下は無料です 

・申し込み／Ｂ＆Ｇ海洋センター 
《救命講習とは？》 
 心臓がとまって倒れた人や、大けがをして大出血をしている人を見つけたとき、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。 
 病気やけがで心臓が止まると、約４分で脳の細胞が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（救命の連鎖）・・・ 

  
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。 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・日  時／平成２６年７月６日（日）午前９時３０分～正午 
・会  場／蔵王町総合運動公園 芝生広場（雨天時は海洋センター アリーナ） 
・対  象／蔵王町民の方で、３人１チーム 
      一般の部（高校生以上） 

子どもの部（小中学生） 
・参 加 費／１人につき２００円（保険料、茶菓代込） 
・持 ち 物／運動着、運動靴、帽子、タオル、飲料水、参加料 
・申し込み／７月１日（火）まで Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 
 

今回の「だより」は裏面にも掲載中！来ぶらりとあわせてご覧くださいね 

前回のお料理 

たんぽぽ菜の花しゅうまい 

いちご白玉 

この場合は、Aチームが２点！ 
B 

A 

A A 

 ！ 



家庭教育講座の実施 各団体の連携

子育てサポーターの養成 世代間交流

地域づくり

学校支援ボランティア事業の継続

家庭教育支援 地域活動支援

学校教育支援

目 的

学ぶ土台作り

家庭教育力の

向上

地域教育の

向上

学校教育の

充実

学校支援

ボランティア

PTA

行政

生涯学習課

保健福祉課

など

子ども会

育成会

地区公民館

母親クラブ

子育て

サポーター

家庭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ぶりん先生が、優しくおしえて 

くれるよ！ 

 ・日 に ち／平成２６年７月２９日・３０日 

８月１日・５日・６日・８日・１２日・１３日・１５日・１９日・２０日・

２２日・２４日 

   〈計１３回〉 ※８月２４日（日）は発表会を行います 

 ・会  場／Ｂ＆Ｇ海洋センター プール  

・対  象／町内の小学生  

 ・定  員／各コース２５名（定員になり次第締め切り） 

・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 

       ※持ち物すべてに「学校名・名前（フルネームで）」を記入してください 

 ・講  師／Ｂ＆Ｇ海洋センター のぶりん先生（アクアインストラクター） 

       その他海洋センター講師、委託講師 

・申し込み／７月６日（日）まで Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第６３回宮城県中学校総合体育大会」で優秀な成績を収めたられたみなさまを紹介します。 

県大会に出場されるみなさまを応援しましょう。 

  

○団体 

◆野球              円田中学校、遠刈田中学校合同チーム   

優 勝  県大会出場 

◆バレーボール 男子       宮中学校   優 勝  県大会出場 

                         円田中学校  準優勝 

◆バレーボール 女子       宮中学校   優 勝  県大会出場 

                 円田中学校  第３位 

◆ソフトテニス 女子団体      宮中学校    第３位   県大会出場 

◆卓球 男子団体          円田中学校   第３位    県大会出場 

◆卓球 女子団体          円田中学校  優  勝   県大会出場 

◆ソフトボール           円田中学校             県大会出場 

○個人・ダブルス 

◆ソフトテニス 女子ダブルス 円田中学校   武田紗瑛さん  

横山七海さん      第３位 県大会出場 

◆卓球 男子個人         円田中学校   佐藤洸太さん    第２位 県大会出場 

◆卓球 女子個人           円田中学校   佐藤友莉香さん   第１位 県大会出場 

 

 

 

 「協働教育プラットフォーム事業」とは、 

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 

として位置付けることで、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。 

 

５月２８日（水）に行われた「第１回協議 

会」において、新役員体制が決定しました。 

会 長：佐藤茂廣（蔵王町教育委員会 教育長） 

副会長：文谷政義（円田中学校 校長） 

副会長：日下昌宜（宮地区公民館 館長） 

 

★ざおうっ子応援団に参加してみませんか 

○自分の体験を活かしたい 

○子どもに知っていることを教えたい 

○子どもともっと触れあいたい 

と思っている方は「ざおうっ子応援団」 

（学校支援ボランティア）にボランティア 

として登録し、一緒に活動してみませんか。 

詳しくは「協働教育コーディネーター」の 

北川までお問い合わせください。 

 

 

 
 学校支援ボランティア活動も７年目。多くの皆さまにご協力いただきまして、ありがとうございます。
ほんの一部ですが、これまで行われた支援活動を紹介します。                  

 
【読み聞かせボランティア】                           
本を読むと活字に対する抵抗がなくなり、学習意欲の向上につながりま

す。読み聞かせによって読書に対する興味関心を高め、本好きな子どもに
育ってほしいと願っています。 

 現在、町内各小学校では、読み聞かせボランティアさんたちが定期的に
活躍中です。 
 

【学校掃除ボランティア（遠刈田小学校）】                           
毎月第１木曜日に、子どもたちの手が行き届かない部分（天井 

付近、壁、網戸、手洗い場など）の掃除を行っています。 
子どもたちが笑顔で気持ち良く使ってくれる様子を思い浮かべ 

ながら活動しています。 
 

 

 

 

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！ 

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２６年６月１３日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 


