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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 

 
 

家庭で簡単にできる体のケアを体験してみませんか？ 

 身体のゆがみをなおし心身のバランスを整えていきます。無理なくゆったりと体を動かして、自分の

身体とじっくり向き合いましょう。 

初めての方、運動は苦手という方でも、気軽に始められる内容となっております。 

たくさんのご参加お待ちしております。 

・日  時／平成２７年３月１１日（水）、２１日（土）、２５日（水）午前１０時～午前１１時３０分 

・会  場／ございんホール 和室 

・対  象／おおむね６０歳以上の方 ２０名程度 

・受 講 料／５００円 

・持 ち 物／バスタオル２枚・５本指の靴下 

・申し込み／３月３日（火）まで ございんホール ☎３３－２０１８   

 

 

ＩＨクッキングヒーターの時短料理を体験してみましょう。 

・日  時／平成２７年３月１３日（金）  

午前１１時３０分～午後１時３０分 

・会  場／ございんホール 調理室 

・内  容／ＩＨで作るお楽しみ料理 

・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 

・申し込み／ございんホール ☎３３－２０１８ 

 

 

１月２５日（日）、ございんホールを会場に蔵王町独自の漢字検定が初めて行われました。 

５７名の申込者があり、２部屋に分かれての検定となりました。 

小学生２６名、中学生１９名、一般１２名と予想を超える人数で、 

緊張感漂う中真剣に問題に取り組みました。 

特に小学生や中学生は真剣そのもので、独特の会場の雰囲気に戸惑 

いながらも熱心に問題に取り組んでいました。 

一般の方も２０代から６０代まで、町外１名を含む１２名の方々 

が受験しました。 

合格基準は８０点以上と大変厳しいものでしたが、５５名中２４ 

名の方々が合格者（認定者）となりました。合格者の方々の氏名等 

をございんホールに掲示しております。 

来年も開催いたしますので多くの方の参加をお待ちしています。 

 
 
１月２８日（水）Ｂ＆Ｇ財団主催による「Ｂ＆Ｇ全国サミット」が東京都の笹川記念会館にて開催さ

れ、蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センターが「特Ａ評価」で受賞しました。評価基準は、事業の実施・利用人数・
指導員の配置など１０項目の得点合計により決められるもので、蔵王町は７年連続の受賞となりました。 
今後とも、健康スポーツ施設の拠点として、益々のご利用をお待ちしております。 

  

 

仙南芸術文化センター（えずこホール）大ホールにて映画上映会を開催いたします。 

「シュガー・ラッシュ」 （上映時間：１回目午前１０時～、 ２回目午後１時～）  

平土間ホールではミニシアター（ＤＶＤ上映会）「ミッキーマウス」「トムとジェリー」 「銀河鉄道

の夜」他５本（上映時間は会場にて）他にも、ふるさとの歴史がわかる自作視聴覚教材上映コーナー、

紙芝居読み聞かせ会（午前１１時５０分～、午後２時５０分～）、お絵かき（ぬりえ）コーナー、大き

な太陽望遠鏡を使用した観察体験コーナーがあります。  

(詳細は、視聴覚教材センターのホームページをご覧ください。） 

・日  時／平成２７年３月１日（日）午前１０時００分～午後３時３０分（開場：午前９時３０分） 

・会  場／仙南芸術文化センター（えずこホール） 

・お問い合せ／仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター ☎０２２４－５２－３４３３ 

 

 
こんにちは。ございん家の母、蔵子（くらこ）です。２０１５年新しい年も始まり、早くも２月ですねぇ。 

あっと言う間に卒業・入学の季節がやってきます。私のお友だちにも、子どもが今年小学校に入学する人がいる

んだけど、毎日忙しいなか細かい準備をしたり、親としての不安や心配があったりで、何だか気持ちが焦って余裕

がなくなっちゃってるみたい…。余裕がなくなると必要以上に子どもを叱ったり、そんな自分を責めたりして親子

でつらくなるのよねぇ。 

そんなわけで私も子育てはまだまだ未熟者だけど、少しだけ先輩ということで、小学校に入るまでにできている

といいかなぁ、ということをちょっとアドバイス♪ 必ず出来ていなくても大丈夫。子どもの様子をよく観ながら、

支えてあげてね。小学校は勉強だけでなく、遠足や運動会など子どもにとって楽しいこともたくさんあります。そ

んな事をお話しながら、新しい小学校生活を楽しみにしてて下さいね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長過程にある子ども達にとって、睡眠は心身を休息させると同時に、からだをつく

り、脳を発達させる役割があります。早寝早起きで規則正しい生活をすることは心と

体の健康につながります。 

はやね はやおきしている？ 

 

いっぱいねると、げんきがでるよ 

幼児期の子どもは一度にたくさんの量を食べる事が出来ません。３回の食事とおやつ

計４回で一日の栄養を摂取します。まずは“食べる習慣”をつけましょう。 

おうちの人と食べることでより食欲がわいてきます。 

あさごはんもりもりたべてる？ 

みんなでたべるとおいしいね！ 

挨拶をすることで、家族や他の人とかかわる力を育てます。 

挨拶の他にも服を自分で着替えたりたたんで片付ける、食器を 

そろえたり片付けたりするお手伝いなど、生活の中で出来るこ 

と、やってみたいことが増えると自信や意欲が生まれます。 

へんじ、あいさつげんきにできる？ 

げんきなこえはきもちがいいね 

じぶんのことはじぶんでやってる？ 

きちんとできたらうれしいね 

自分の持ち物や学校で使う机や椅子、ロッカーがわかるように自分の名前を読み書き

で          できていると、子どもも心配がなく安心できるでしょう。 

 

じぶんのなまえはよめる？かける？ 

おうちのひとのなまえもかいてみよう！ 

集団生活ではルールを理解し、守らなければいけないことを学ぶ機会も増えてきます。 

家庭は集団生活の基本を学ぶ場、一番身近な社会です。まずは人のお話をしっかり聞         

くことから始めてみては、どうでしょうか？ 
 

おはなしきちんときけるかな？ 

おはなしは、おはなししているひとをみて聞いてね。 

                  子どもの顔やしぐさを見て、親が先に先にと察しすぎてはいませんか？ 

              自分で人に伝えなくても希望がかなうなら、言葉で伝えることが苦手になってしまう

かも…。言葉で気持ちを伝えること、心で思っていても伝わらないことを教えてあげ

ることも大切なことです。子どもの言葉をゆっくりと聞いてあげる、そのままを受け

とめてあげるのも、親の役目ではないでしょうか。 

 

 
 

じぶんのいいたいことはきちんといえるかな？ 

はずかしがらずにいってみてね 

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２月１３日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

（前回の料理） 



 

「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～ 

 

もうすぐ春休み。修了式がおわったら、映画

をみに来ませんか。        

★３★３★３★３月月月月２４２４２４２４日（日（日（日（火火火火）午後２時～）午後２時～）午後２時～）午後２時～３３３３時時時時３０分３０分３０分３０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    

※入場無料、予約もいりません 

 ※上映タイトル等、詳細は来月発行の『ひだまり』 

『来ぶらり』でおしらせいたします。 

 

 
町内の幼稚園で、季節や行事にあわせた絵本

や紙芝居などを読みました。 

 

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。 

 

 
今年も震災関連の本やＤＶＤを集めたコー

ナーを設置します。一部を除き貸し出しもでき

ますので、ぜひご利用ください。（１７日から） 

 

 

 図書館では、雑誌スポンサー企業を募集して

います。身近な社会貢献として、ぜひ図書館を

応援して下さい。 

図書館が用意する雑誌リストから雑誌を選

んで代金をご負担いただくと、その雑誌の最新

号のカバーに広告が入れられます。例えば若い

女性にアピールしたいなら『non-no』のよう

なファッション雑誌を選んでいただくと、ピン

ポイントでＰＲすることもできます。 

お申込み・お問い合わせは図書館まで。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

■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 

M 291 みやぎ不思議な地名楽しい地名 太宰幸子／著 河北新報出版センター 

180 どうせ死ぬのになぜ生きるのか 名越康文／著 ＰＨＰ研究所 

288 真田三代その強さの秘密に迫る！   ダイアプレス 

291.2 るるぶ青森 ’１５   ＪＴＢパブリッシング 

364 沈みゆく大国アメリカ 堤未果／著 集英社 

385 冠婚葬祭の歴史 互助会保証株式会社／編 水曜社 

450 理科の地図帳 地形・気象編            ① ザ・ライトスタッフオフィス／編 技術評論社 

495.2 げきポカ 平地治美／著 ダイヤモンド社 

504 注目のハイテク３５   ニュートンプレス 

593 エプロン全書   ブティック社 

596 つくりおきできるおからスイーツ 鈴木理恵子／著 誠文堂新光社 

648 牛肉の歴史                       ② ﾛｰﾅ･ﾋﾟｱｯﾃｨ=ﾌｧｰﾈﾙ／著 原書房 

784 東北の山スキー特選ガイド 松澤節夫／編 白山書房 

814 不採用語辞典 飯間浩明／著 ＰＨＰｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

933 ﾏ 善き女の愛 アリス・マンロー／著 新潮社 

N ｻｸ ブルース 桜木紫乃／著 文藝春秋 

N ｼﾗ 世界で最初の音                    ③ 白川道／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

N ﾊﾑ 影踏み鬼 葉室麟／著 文藝春秋 

N ﾜｶ 東京ブラックアウト 若杉冽／著 講談社 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

369 エルと過ごした９か月 鹿目けい子／文 国土社 

510 大きな写真と絵でみる地下のひみつ １・２ こどもくらぶ／編 あすなろ書房 

813 例解学習国語辞典 金田一京助／編 小学館 

901 調べてみよう、書いてみよう 最相葉月／著 講談社 

913 ｶ ふしぎなよるのおんがくかい 垣内磯子／作 小峰書店 

913 ﾅ まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわちひろ／作 偕成社 

G ﾓ メリーさんのひつじ ウィル・モーゼス／さく 福音館書店 

J ﾂ やきざかなののろい 塚本やすし／作 ポプラ社 

J ﾌ このパンなにパン？                  ④ ふじもとのりこ／作・絵 鈴木出版 
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①                    ②                     ③                 ④ 

蔵王町立図書館    電話 33-2018    

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

１１１１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：1,800 人(78.3 人/日) 貸出点数：5,892 点(256.2 点/日) 


