
 

 

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

 
 
              

 

 

 

 

クラシック音楽でもファンの多い弦楽四重奏。四本の弦楽器 

が生み出す美しいハーモニーは多くの人を魅了します。 

   「弦楽四重奏の世界にようこそ」と題したこの演奏会では、仙 

台フィルのメンバーがその魅力を楽しくレクチャーし、音楽の 

教科書でおなじみ「モルダウ」の作曲者である、スメタナの名 

曲「わが生涯」を演奏します。 

    魅惑の弦楽四重奏の世界にあなたをご招待します。 

たくさんのご来場お待ちしております。 

・日  時／平成２７年２月２２日（日） 

開演 午後２時００分  開場 午後１時３０分 

・会  場／ございんホール 多目的ホール 

・曲  目／スメタナ作曲 弦楽四重奏曲第１番「わが生涯」 

・入 場 料／無料（入場整理券を１月中旬より配布します） 
                 ・整理券取扱所／ございんホール 各地区公民館 
 

 

毎年、仙南の青年たちが集まり文化祭を開催しています。今年

は「仙南戦隊フラワーレンジャー～花で繋がる９つの力～」をテ

ーマに白石市で開催します。青年たちによる歌や劇、ダンスなど

のステージ発表や作品展示のほか、「心と心の繋がり」をコンセプ

トにたくさんのアトラクションをご準備しております。 

会場内をまわり「花びらラリー」を制覇すると、素敵なプレゼ

ントがもらえるかも！！また、「花にまつわるふるさと自慢」をテ

ーマに仙南各市町紹介ブースを設置します。お昼は数量限定でと

ん汁の無料提供もあります。                         

仙南の平和を守る９人のヒーローたち！？も登場予定です！皆様のご来場をお待ちしております。 

・日  時／２月２２日(日) 午前９時３０分～午後４時 

・場  所／白石市中央公民館（白石市字寺屋敷前２５－６） 

・内  容／ステージ発表、美術・生活文化展、アトラクション（ストラックアウト、花釣りほか） 

・問い合わせ／白石市教育委員会生涯学習課(中央公民館内)   

TEL：0224-22-1343 FAX：0224-24-5377 

 

 

町民のみなさんのさまざまな活動を支援するため、ございんホールの玄関ロビーに、ふれあい掲示 

板を設置しております。サークル活動のＰＲや団員募集などにご利用いただけます。 

 利用については申込制となっており、無料で利用できます。掲示物については、掲示期間を２週間 

以内とし、内容やサイズに制限がありますので、掲示を希望される方は、ございんホールまでお問い 

合わせください。 

 

 
元気なカラダを持続するために、お家でできる運動を覚えてみませんか？ 教室では次の３点を中心に

行います。 
「カラダをほぐすストレッチ」「効果的な有酸素運動」 
「長持ちするカラダ作りのための簡単筋力アップトレーニング」 

 

・日時＆場所（１回のみの参加も可能です） 
① ２月１７日（火）円田地区公民館 

 ② ２月２４日（火）円田地区公民館 
  ③ ３月 ３日（火）北境公民館 
  ④ ３月１７日（火）北境公民館 
・対  象／町民の方ならどなたでも   ・講  師／ハピネス・ヘルスサポート 
・定  員／各２０名 
・参 加 費／１回 ５００円 
・持 ち 物／上靴、汗ふきタオル、飲料水 
・申し込み／２月１０日（火） 海洋センター ＴＥＬ３３－３３８８ 

  

 
 １２月１４日（日）、蔵王町ふるさと文化会館１０周年記念事業として
劇団スイセイ・ミュージカルによるミュージカル公演「クリスマス・キ
ャロル」を開催しました。本公演には町内外から約４００名ものお客様
にご来場いただき、華やかなダンスや歌、煌びやかな照明やアップテン
ポな音楽を目の前で体感されました。 
今回は草刈正雄さんや川島なお美さんといった有名俳優も出演し、時

には客席まで巻き込むような演出に、お客様からは大きな歓声が上がっ
ていました。会場を余すことなく使用した躍動感ある演技と、楽しくも
感動的なストーリーに魅了されたひと時となりました。 

 

 

１２月４日（木）、１１日（木）、１８日（木）の３回にわたり、星空

を楽しむための入門講座「キラキラ蔵王の夜空探訪教室」を開催しまし

た。昨年に引き続き、池田尚人氏を講師に迎え、蔵王町から見る星空の

魅力や美しい星空を写真におさめる手法を教えていただきました。 

講座の中では実際に夜空の写真撮影に挑戦する場面もあり、受講者自

身が持参したカメラでオリオン座やおうし座の姿をとらえることがで

きました。 

寒さが厳しい季節ではありますが、星空を眺めていると星々の美しさ

に時間を忘れてしまうようでした。 

 

 

冬休みの宿題で、お子様の上達に驚いた方もいらっしゃったのでは

ないでしょうか。 

冬休みに入る前、講師の杉山イネ子先生が、町内各学校の小学３年

生から中学３年生までの毛筆指導をしてくださいました。 

書く時の姿勢に始まり、筆の入り方から使い方、小学校から中学校

に進み、楷書から行書に変わる名前のお手本まで、様々な支援をして

いただき、子どもたちは集中して習字に打ち込み、どんどん上達して

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２７年１月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

仙台フィルハーモニー管弦楽団アンサンブル公演 

弦楽四重奏の世界にようこそ 
～スメタナ「わが生涯」を聴く～ 

 9：１５ 集合・受付 

 9：３０ ストレッチ、体操、筋力運動 

     （休憩をはさみながら行います） 

１１：３０ 終了・解散 



 

「ふわふわ もこもこ」 

Ｊア『きょうもひつじぱん』(鈴木出版) 

あきやまただし／作・絵 

Ｊタ『ニットさん』 

たむらしげる／著(ｲｰｽﾄ・ﾌﾟﾚｽ) 

Ｇワ『もこもこはどこ？』 

マリー・ワッブ／作・絵 

おかべ りか／訳（フレーベル館） 
 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

１月に入った新しいＤＶＤの一部を紹介し

ます。ＤＶＤは、ＣＤ・ビデオとあわせて２点

まで貸出できます。どうぞご利用ください。 

※貸出できないものもあります 

ラベル タイトル 

V-10 未来への記憶（名取市東日本大震災映像記録） 

V-10 東日本大震災 ～宮城県の記録～ 

V-15 
直売所名人が教える畑の作業  

コツと裏ワザ １～３ 

V-31 
体感！グレートネイチャー   

接近！神秘の火山密集地帯 

V-36 ベニシアさんの四季の庭 

V-38 
基本を学ぶ 楽しい食事のマナー  

和食のマナー編／洋食のマナー編 

V-H ｸ くじけないで 

V-Y ﾎ ホビット 思いがけない冒険 

V-A ｶ 風立ちぬ 

V-A ﾅ 長ぐつをはいたネコ 

 

毎週土曜日の午後３時から、図書館内『おは

なしの森』でおはなし会をしています。１０～

１５分程度ですので、気軽にのぞいてみてくだ

さい。 

 

 

図書館のＤＶＤとビデオは著作権者から貸

出を許された特別なもので、補償金が上乗せさ

れた価格（家庭向けの数倍）で購入しています。

ふだんからみなさんには大切に利用していた

だいておりますが、改めて取り扱いへの注意を

お願いいたします。 

★ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤは返却ポストに入れな

いでください。上から本が落ちてくるため、こ

われるおそれがあります。 

★再生機器の操作は、小さなお子さんには

させないでください。 

※基本的に館外での上映は許されておりませんので、図書館の

ＤＶＤやビデオを利用した上映会はできません。 

 

 

 図書館の入り口に、雑誌入れ替え戦＆福袋コ

ーナーを設置しています。 

 みなさんの声が来年度の雑誌ラインナップ

を決定します。ぜひご協力ください。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

■はお休み、▲は３時からおはなし会 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

141 大人のための「困った感情」のトリセツ        ① 水島広子／著 大和出版 

291.4 るるぶ福井越前若狭 ’１５   ＪＴＢパブリッシング 

336 大工の棟梁に学ぶプロジェクトマネジメント 白鳥美子／著 マイナビ 

367.3 データで読む平成期の家族問題 湯沢雍彦／著 朝日新聞出版 

453 地震と火山 鎌田浩毅／監修 学研パブリッシング 

491.6 絵でわかる遺伝子治療 野島博／著 講談社 

586 服地の基本がわかるテキスタイル事典       ② 閏間正雄／監修 ナツメ社 

594 スノーボーダーがかぶる手編みのニット帽 岡本啓子／著 ブティック社 

596 これであなたもひとりごはんのベテラン 川津幸子／著 マガジンハウス 

615 鳥獣害ゼロへ！ 日本農業新聞取材班／著 こぶし書房 

725 色鉛筆の新しい技法書 河合ひとみ／著 誠文堂新光社 

786.1 雪山入門                         ③ 山と溪谷社ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ編集部／編 山と溪谷社 

810 日本語ふしぎ探検 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 

911.1 現代秀歌 永田和宏／著 岩波書店 

943 ｷ 夫に出会わないためのＴｏ Ｄｏリスト ケルスティン・ギア／著 東京創元社 

N ｶﾜ 億男 川村元気／著 マガジンハウス 

N ｸﾛ 脱限界集落株式会社 黒野伸一／著 小学館 

N ﾕｲ 逢魔 唯川恵／著 新潮社 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

210 日本はこうして世界から信頼される国となった 佐藤芳直／著 プレジデント社 

302 よのなかマップ 日能研／編 日本経済新聞出版社 

482 日本にしかいない生き物図鑑 今泉忠明／監修 ＰＨＰ研究所 

686 みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ    ④ 飯田守／著 講談社 

913 ｲ きみは知らないほうがいい 岩瀬成子／作 文研出版 

933 ﾌ おしゃれ教室 アン・ファイン／作 評論社 

G ｼ ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房 

J ﾔ うそだあ！ サトシン／作 文溪堂 

S ﾂ はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷亮太／文 童心社 
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①                    ②                     ③                 ④ 

蔵王町立図書館    電話 33-2018    

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

１１１１２２２２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：２３日    

利用者数：1,784 人(77.6 人/日) 貸出点数：5,964 点(259.3 点/日) 


