
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 ２月２２日（日）、蔵王町ふるさと文化会館１０周年記念事業と

して仙台フィルハーモニー管弦楽団によるアンサンブル公演『弦

楽四重奏の世界にようこそ～スメタナ「わが生涯」を聴く～』を

開催しました。本公演には４００名近いお客様にご来場いただき、

本格的な弦楽四重奏を堪能されました。 

「わが生涯」は作曲家スメタナの人生を表現した大曲で、白熱

した演奏後には盛大な拍手と手拍子が起こりました。その後アン

コールに答えてモーツァルト作曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」

が演奏されました。 

終演後には「演奏前のレクチャーが分かりやすかった」「素晴ら

しい演奏に感動した」という声が聞かれました。  
 
 

２月２２日（日）白石市中央公民館にて、「仙南青年フェスティ
バル」が開催されました。 
今年のテーマは、「仙南戦隊フラワーレンジャー～花で繋がる

９つの力～」で、仙南地区の青年たちによるステージ発表や美術

展・生活文化展などもりだくさんの内容で行われました。 

テーマの「花」にちなみ受付でコスモスの花の種を配布したほ

か、「花びらラリー」という会場内のアトラクションコーナーや各

市町紹介ブース、ジュニア・リーダーによるスライムづくりのコ

ーナーなどを回って花びらを集める企画があり、たくさんのお客様が足を運んでいました。 

会場の外では川崎町のこんにゃく、蔵王町の爽清牛バーガー、白石市からは白石城のお菓子やとん汁

の無料提供が行われるなど、食でも各市町がＰＲをしていました。 

蔵王町からは、初参加の小村崎伝承芸能保存会による春駒と田植え踊りの演舞のほか、蔵王町青年会

が「金のオノ 銀のオノ」の劇を発表しました。青年会はオリジナルの脚本を作成し、毎日のように練

習を重ね、成果を発揮することができました。 

来年度は、平成２８年２月７日（日）角田市を会場に行われます。 

 

 

２月１８日（水）に大河原町の視聴覚教材センターにて「平成２６ 

年度第３７回仙南地区自作視聴覚教材発表会」が開催されました。 

蔵王町からは、永野小学校の鈴木哲也先生が制作した作品『蔵王権 

現～道標に刻まれた地域の歴史～』（社会教育部門）が出品され、「最 

優秀賞」を受賞し、「全国自作視聴覚教材コンクール」に推薦されるこ 

とになりました。 

 この作品は、蔵王町の名前の由来に深くかかわる「蔵王権現」について紹介しています。内容は、永

野地区（商工会館近く）に残る道標が意味することを紹介するとともに道標や石碑が地域の歴史を知る

手がかりになることを伝えるという展開になっています。 

 「金峯山と刻まれた道標の文字、その上にある指文字は、何を意味するのか。」から始まり、蔵王権現、

刈田嶺神社、御山参り、軽便鉄道など蔵王町や周辺地域の歴史に関係することがたくさん詰まっていま

す。 

今回、出品された６作品全てが全国コンクールへ出品されます。前年度以前の発表会作品は、教材セ 

ンターにて団体向けに貸出をしていますので、ぜひ研修会等でご活用ください。 

 

 

４月５日（日）に、町の美化運動の一環として「クリーン蔵王町デー」が開 

催されます。小学生や中学生のお子さんがいるご家族は、ぜひ親子一緒にご参 

加ください。活動をとおして地域の方に子どもの顔を覚えてもらうことで、子 

どもの登下校時や生活における安心感や安全に繋がります。 

そして、地域の大人の皆さんは、参加した子どもたちに「頑張っているね！」 

と励ましの言葉をかけてあげてください。親や学校の先生以外の大人の方（い 

わゆる第３の大人）に褒めてもらうことは子どもにとって大きな成長と自信に 

繋がります。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

健康的ですっきりとしたカラダを維持することを目的とした運動が出来る各種サークルが活動中です。 
楽しく定期的にカラダを動かしたい方は、ぜひご参加ください。お問い合わせは海洋センターまで！ 
 

 

 

 
 

 

 

１２月～３月にかけて冬期休館していたサン・スポーツランド蔵王が４月１日（水）より開館いたし

ます。冬の間できなかったスポーツで思いっきり体を動かし、運動不足の解消に努めましょう！ 

 

 

 ３月下旬よりございんホール展示室に仙台真田氏の情報が満載の「真田ステーション」が常設されま
す。来年は大河ドラマ「真田丸」の放送もありますので、これを機に蔵王町にゆかりのある真田氏につ

いて学んでみてはいかがでしょうか。 
 また、絵画や写真の展示などで、今までどおり展示室はご利用いただけます。 
ご利用を希望される方はございんホール（３３－２０１８）までお問い合わせください。 

 

 
 

見本は図書館にありますので、まずはお手に取ってご覧ください。お買い

求めはございんホール窓口でどうぞ。 

■蔵王町史 全４巻（通史編・資料編Ⅰ・資料編Ⅱ・民族生活編） 

 価格／全４巻セット １０，０００円（まとめて買うとお買い得です） 

・通史編   ３，０００円  ・資料編Ⅰ ２，５００円 

・民族生活編 ２，５００円  ・資料編Ⅱ ２，５００円 

■蔵王町の文化財～指定文化財・指定保存樹木～ 

町指定文化財２４件と、指定保存樹木１８件を写真付きで解説しています。    

価格／１0０円 

■蔵王町の文化財～名木・古木～ 

地域のシンボルとして愛され、町内に息づく多くの名木・古木の中から３０件を写真付きで解説して

います。「指定文化財・指定保存樹木編」に紹介されていない樹木も掲載されています。 

価格／１，０００円 

 

サークル名 日時 場所 

蔵王はつらつクラブ 毎週木曜日（午前） 
ございんホール 

海洋センター 

フレッシュ・宮 第２・４水曜日（午前） 宮地区公民館 

遠刈田元気↗クラブ 第２・４火曜日（午後） 遠刈田地区公民館 

指定文化財・指定保存樹木 

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３月１３日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 



 

「花はさく」 

Ｓシ『タンポポタヌキ、もりのタネ。』 

しもだ ともみ／作・絵(教育画劇) 

Ｊカ『うえきばちです』 

川端 誠／作(ＢＬ出版) 

Ｆツ『おやゆびひめ』 

アンデルセン／作，ツヴェルガー／絵， 

江國香織／訳(ＢＬ出版) 
 

 

 

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。        

    

上映上映上映上映    

『トラップ一家物語』『トラップ一家物語』『トラップ一家物語』『トラップ一家物語』    

    

    

★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  

 

春休みも、進学先から課題図書を提示される

ことがあるようです。宿題は、あくまでもお子

さんへの課題です。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。 

 

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。 

 

特別整理期間のため、4 月１５日（水）～ 

１７日（金）の 3 日間を休館とさせていただ

きます。休館中は、本の棚おろしと、普段でき

ない大掃除を行います。ご迷惑をおかけします

が、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

３月に入った新しいＣＤの一部を紹介しま

す。ＣＤは、ＤＶＤ・ビデオとあわせて２点ま

で貸出できます。 

 

ラベル タイトル 

A-15 ブラームス:ピアノ協奏曲第 1 番&第 2 番 

A-19 SWEET CLASSIC 

A-26 20 周年ベスト／栗コーダーカルテット  

A-27 ベスト・オブ・ミュージカル 

A-28 In The Lonely Hour／サム・スミス 

A-2 ｵ Best Always／大滝詠一 

A-2 ﾅ DEARS（ALL SINGLES BEST）／中島美嘉 

A-2 ﾅ オールタイム・ベスト ‐オリジナル／中森明菜 

A-2 ﾌ THE BOOM HISTORY ALBUM 

A-2 ｦ ふたりのスポットライト ～デュエット・ベスト～ 

A-K4 最新たのしい運動会マーチベスト 

A-K4 2 分の 1 成人式 ～10 才のありがとう～ 

 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

■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 

R 728 漢字筆順字典 岡田崇花／編著 日貿出版社 

007.2 ＯＳ １０ Ｙｏｓｅｍｉｔｅマスターブック 小山香織／著 マイナビ 

104 反〈絆〉論 中島義道／著 筑摩書房 

291.9 るるぶ宮崎高千穂 ’１５   ＪＴＢパブリッシング 

316 イスラム国の正体 国枝昌樹／著 朝日新聞出版 

331 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ／著 みすず書房 

383 日本めん食文化の一三〇〇年 奥村彪生／著 農山漁村文化協会 

491.3 ヒトの遺伝子と細胞                  ① 西村尚子／著 技術評論社 

521 日本木造遺産 藤森照信／著 世界文化社 

537 軽トラックパーフェクトマニュアル          ②   地球丸 

594 はじめてのママでも作れる通園・通学グッズ 御苑あきこ／著 文化学園文化出版局 

596 ホットプレート黄金レシピ かめ代（亀山泰子）／著 イカロス出版 

627 ＦＬＯＷＥＲ ＷＯＲＫＳ ｏｍｂａｋ／著 マイルスタッフ 

743 絶景山岳写真入門 園部大輔／著 玄光社 

809 聞き出す力 吉田豪／著 日本文芸社 

811 新しい国語表記ハンドブック 三省堂編修所／編 三省堂 

933 ｺ 雪山の白い虎 デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 

N ﾅｶ 嗤う淑女                         ③ 中山七里／著 実業之日本社 

N ﾔﾅ ラスト・ワルツ 柳広司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

G ｳ おおきくなりたいの マーガリータ・エングル／ぶん 岩崎書店 

J ﾂ いきものとこや 塚本やすし／さく アリス館 

S 01 開運えほん かんべあやこ／作 あかね書房 

289 東京駅をつくった男                  ④ 大塚菜生／著 くもん出版 

451 しもばしら 細島雅代／写真 岩崎書店 

783 やろうよソフトテニス 宮下徹／著 ベースボール・ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 

913 ﾊ モナミは時間を終わらせる？ はやみねかおる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 ﾎ モーモー村のおくりもの 堀米薫／作 文研出版 

933 ﾏ 不思議な尻尾 マーガレット・マーヒー／著 東京創元社 
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①                    ②                     ③                 ④ 

蔵王町立図書館    電話 33-2018    

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

２２２２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：1,900 人(82.6 人/日) 貸出点数：6,386 点(277.7 点/日) 


