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ディケンズの世界的名作である『クリスマス・キャロル』 

を、躍動感あふれるポップで明るいコメディタッチのミュ 

ージカルとしてお届けします。人と人との繋がりや家族の 

大切さを教えてくれる不朽の名作を、草刈正雄さんや川島 

なお美さんら有名俳優が演じます。 

クリスマスにぴったりの煌びやかなショーナンバーと、 

ちょっぴり不思議なキャラクターたち、そして大人から子 

どもまで楽しめる心温まるストーリーにどうぞご期待くだ 

さい！ 

○日  時／平成２６年１２月１４日（日） 
午後６時３０分開演（午後６時開場） 

○会  場／ございんホール 多目的ホール 

○チケット／全席指定 

            大   人：【前売】２，０００円 【当日】２，５００円 

                  高校生以下：【前売】１，０００円 【当日】１，３００円 

※３歳以下の方は入場できません 

○お問い合わせ ございんホール ☎３３－２０１８ 

 

 

私たちが住む蔵王町は、とてもきれいな星空や天体を見ることができる場所です。空気が冷たく澄 

むこれからの季節、夜の寒さを少しガマンして星空を眺めてみませんか？星空を楽しむための基本知 

識から、意外と簡単にできる天体写真の撮り方など、入門にぴったりの内容です。 

 ・内容と日時 

第１回『星を写真におさめよう！～身近な天体編～』 

１２月 ４日（木）午後７時～午後８時３０分 

第２回『星空を楽しもう！』   

１２月１１日（木）午後７時～午後８時３０分 

第３回『星を写真におさめよう！～星野
せ い や

写真に挑戦～』 

１２月１８日（木）午後７時～午後８時３０分 

・対  象 町内に在住または勤務・通学している方 

※小学生以下の方は保護者同伴でご参加ください。 

・講  師／池田 尚人 先生 

・会  場／ふるさと文化会館 研修室など 

・定  員／２０名程度 

・受 講 料／３回分で５００円（テキスト代・教材費込） 

・そ の 他／お持ちの方はデジタルカメラ（コンパクト・一眼レフ等）と三脚を持参してください。 

・申し込み／１１月３０日（日）まで、ございんホール ☎３３－２０１８ ＦＡＸ３３－２０１９ 

 

 

 
文化協会主催の蔵王ふるさとファンタジーも今年で１０回目を迎えることになりました。 

 日頃、練習を積み重ねてきた成果を発表します。 

唄あり、踊りあり、バラエティー豊かな発表会です。ぜひ、ご観賞ください。 

・日  時／平成２６年１１月２３日（日） 

午前９時００分開場、午前９時３０分開演 

・会  場／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 

・内  容／蔵王町文化協会加盟団体による琴、大正琴、 

カラオケ、ダンス、よさこい、オカリナなど 

バラエティー豊かな発表会 

・入 場 料／無料 

・主  催／蔵王町文化協会 

  

 
 

文化協会会員による民謡と舞踊の祭典!! 
 日頃の練習の成果を発表します。皆さん、ぜひご観賞ください。 

 

・日  時／平成２６年１２月７日（日） 

午前９時３０分開場、午前１０時００分開演 

・会  場／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 

・内  容／蔵王町文化協会民謡舞踊部会員による発表会 

・入 場 料／無料 

・主  催／蔵王町文化協会 

 

 

 

「家族揃って 試してみよう 漢字力！！」 

第１回蔵王町漢字検定を下記の日程で開催します。ご家族そ 

ろって挑戦してみませんか。 

漢字は読めても意外と書けないものです。パソコン全盛の現 

代だからこそ手で書くことに意味があります。 

小学生から大人まで誰でも参加できます。教科書や日本漢字 

検定の問題を参考に蔵王町独自の問題を作成して出題します。 

正解率８０％以上を合格者とし教育委員会から級の認定証を 

授与します。 

現在参加者募集中です。皆さんの応募をお待ちしています。 

 ・申し込み／平成２７年１月９日（金）まで、ございんホール  

☎３３－２０１８ 

 ・検定日時・会場／平成２７年１月２５日（日）午前１０時～ ございんホール 

 ・検 定 料／３００円 

 ・１ ０ 級（小１相当）から師範級まで問題を準備しています。 

 詳しくはございんホールまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

                                   ※答えは裏面を見てね 

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 

クリスマス・キャロル 

ふるさと文化会館１０周年記念  

 劇団スイセイ・ミュージカル 

書いてみましょう（例題）。 

４級（中学生レベル） 庭にじゃりをしく。  となりの晩ごはん。 

２級（高校生レベル） おごそかに行う。 社会ふうしの漫画。 

準師範（一般・大人） ことなかれ主義に反対する。 しゃくねつの恋 



 

 

 １０月２３日（木）に遠刈田小学校の２年生を対象に「語り部

の会」のみなさんから蔵王町に言い伝えられている昔話をお話し

していただきました。 

町内の昔話を数多く知ってらっしゃる方々で、今回は遠刈田が

舞台の「蛙と猿の知恵比べ」「鰻と蟹の合戦」「炭焼き藤太」と「な

っとうおしょう」の４つのお話をしていただきました。子どもた                                                                                                                                                                  

ちは「その場所知ってるよー！」「うちの裏にあるとこだー！」と

身近なお話として興味深々に聴いていました。授業後には子ども

たちから用紙いっぱいに書かれたお礼の手紙をいただきました。 

 

 

 １０月２６日（日）蔵王町ふるさと文化会館を会場に、「第３８ 

回蔵王町子ども会大会」が開催されました。 

 参加者は小学校１年生～６年生の子ども会会員１２名。今年は、 
会の司会や進行・運営をジュニア・リーダーがおこない、ジュニア 
・リーダーによる簡単で楽しい自己紹介ゲームや宮城県子ども会育 
成連合会主催の研修会で学んだゲームのほかに、班対抗戦として５ 
種目の「ニュースポーツ」を体験しました。 
 参加者の子どもたちに加え、各地区子ども会育成会会長や成人指 
導者１３名のお手伝いをいただき、一人一人がじっくりとゲームを 
楽しみました。 
参加者同士が心の交流を深めることができ、とても有意義な一日を過ごすことができたようです。 

 体を動かした後は、成人指導者が作った、あつあつの芋煮を美味しくいただき、笑顔いっぱいの中活
動を終了することができました。 
 

 
 

こんにちは 平太（へいた・小４）です。 

今回はぼくが今、一生懸命頑張っているスポーツクラブのことをお話します。 
 

ぼくが入っているスポーツクラブは、小学校 4 年生から大きい先輩は高校 2 年生までいます。 

もうすぐ、大きな大会があってみんなで力をあわせて頑張っているところなんだ。 

ぼくは初めての大会で、いろいろわからないことや心配なことばっかりなんだけど、先輩たちが一つ

一つ教えてくれたり、はげましてくれるから練習は辛いけどすごく楽しいよ。 

先輩たちは夏の合宿のときだって、たくさんめんどうをみてくれたし、自分たちの練習も大変なのに

自主練にも付き合ってくれたんだ。自主練が終って「ありがとうございました」と挨拶したら、「俺た

ちも先輩にしてもらっていたんだ。当たり前のことだよ。がんばろうな！」って“ かっこいい～ ” 

そんな先輩をみてぼくも、仲間が困っていたら助けてあげたいし、将来、後輩には同じようにぼくが

してもらったことをやってあげたいと思う。 

みんながいるから、こんな楽しいことが出来るし、悲しいことも乗り越えられる。もっともっとがん

ばるぞー！！ 

 

 
みなさんは、「自作視聴覚教材」を知っていますか。 
蔵王町を題材に作られた作品も数点あり、学校や社会教育団体で活用されています。 
自作教材には、市販教材からは得られない独自の学習効果がみられます。 
教材を作成することで、自分たちの住む大好きな町や地域、そこで生活する人々のこと…、気づかな 

かった地域の魅力に触れることができます。また、出来上がった作品を活用してもらうことで、自分た
ちの自慢の町をより多くの方に知ってもらうチャンスにもなります。 

ぜひ、この機会に「自作視聴覚教材」を作成し、発表会に出品してみませんか。 

 
【応募規定】 

 ・出品部門  ①学校教育部門（録画、コンピューターソフトウェア、スライド、トランスぺアレンシー、紙芝居） 
        ②社会教育部門（同上） 

 ・出品条件  学校教育及び社会教育の学習教材として制作したもの。 
        ＢＧＭ、効果音、写真複製等については、著作権をクリアしたものを使用。 
        出品する作品は未発表のもの。 
        制作販売を業としない者の作品。 
        仙南地域広域圏内（２市７町）に居住または勤務する者。 
・発表時間  １作品２０分以内 
・そ の 他  出品点数は特に制限なし（一人何点でも可） 
・応募締切  平成２７年２月１２日（木）まで、ございんホールで配布中の応募票に記入の上、 

視聴覚教材センターまで申し込み。（ファックスでも可） 
・申し込み  仙南地域広域行政事務組合教育委員会 視聴覚教材センター 

☎：０２２４－５２－３４３３ ＦＡＸ：０２２４－５２－２６６０  
 

 

 

 

 

最優秀賞 

★小学校低学年の部★ 『だいじにそだてる』          權藤 寛二さん （遠刈田小２年） 

★小学校中学年の部★ 『ぼくと本』              權藤康太郎さん  （遠刈田小４年） 

★小学校高学年の部★ 『「ごはん給食が子どもを守る」を読んで』 関  馨太さん （宮小６年）  

   その他の入賞者は以下の通りです。（敬称略） 

【低学年の部】      【中学年の部】      【高学年の部】     【中学生の部】 

 

優秀賞 

堀内 奏汰（平小２年） 平間 煌大（永小３年）   佐藤 颯太（平小５年）  手塚 愛奈（宮中１年） 

 髙  浬吏（宮小２年） 手塚 晴斗（宮小４年）  高橋 涼乃（宮小５年）   

優良賞 

岡本 奈々（平小１年） 會田 衣吹（永小３年）  山川 秀生（平小６年）  武田 紗瑛（円中３年） 

 伊東 蒼良（宮小２年） 小山田琴美（宮小３年）  榊田  蘭（宮小５年）  渡辺千恵美（円中３年） 

 我妻 咲花（宮小２年） 山家 駿人（宮小３年）   佐藤 嘉位（遠小６年）   向山千成夢（宮中３年） 

努力賞 

岩佐 姫花（円小２年） 村上 由依（平小４年）  佐藤あおい（円小５年） 

佐藤ひより（円小２年） 佐藤 大志（宮小３年）  早坂 花梨（円小５年） 

佐藤 光流（宮小１年） 黒澤 璃桜（遠小３年）  佐藤 朋香（永小６年） 

我妻  澪（宮小２年） 高橋 帆那（遠小３年）  仲野 藍花（永小６年） 

佐藤 珠凪（遠小１年） 北岡 大空（遠小４年）   平間 愛唯（宮小６年） 

            佐藤 萌花（遠小４年）  

漢検例題の答え 砂利 隣 厳か 風刺 事勿れ 灼熱 

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１１月１４日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

 

 
～読書感想文コンクール入賞おめでとうございます～ 

手塚 愛奈（宮中１年） 手塚 愛奈（宮中１年） 

北岡    笑（遠中３年） 

渡辺千恵美（円中３年） 

佐藤 颯太（平小５年） 


