
 

 

 

 

 
 

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 

 
            
 科学の力を使ったおもしろ実験教室を開催します。 
 水の中にシャボン玉を作ったり、果物を電池にしたり、ペットボトル 
の中に雲を作ったりして科学の面白さを体験してみましょう。 
・日  時／①７月２５日（土）②７月３０日（木）③８月６日（木） 

午前１１時００分～正午 
・会  場／ございんホール 和室 調理室 
・対  象／蔵王町内にお住まいの小学生 

※小学３年生以下は保護者同伴 
・定  員／各回１５名（各回単発でもご参加いただけます） 
・受 講 料／無料 
・内  容／①シャボン玉の実験（水中シャボン玉、人が入れるシャボン玉ほか）  

②電気の実験   （人間電池、果物電池、人間電気リレーほか） 
③水、液体の実験 （白いスライム、消える墨汁、ペットボトルの中の雲ほか） 

・持 ち 物／筆記用具 
・講  師／岡崎雄博 氏 
・申込期限／７月１７日（金） 
・申し込み／ございんホール（ＴＥＬ３３－２０１８） 
 
 

男性向けに IH クッキングヒーターを使った、お手軽時短料理教室を開催します。 
新しいテクニックを身につけて、家族をあっと驚かせてみませんか？ 

・日  時／７月１７日（金） ８月２１日（金）１１時３０分～１３時３０分 
・場  所／ございんホール 調理室 
・募集人数／男性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 
 
 

 

「第６４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  準優勝 

◆バレーボール 男子       円田中学校  優 勝  県大会出場 

◆バレーボール 女子       円田中学校  優 勝  県大会出場 

                  宮中学校   第３位   

◆バスケットボール 女子   遠刈田中学校 準優勝 

◆ソフトテニス 女子団体      宮中学校   第３位    

◆卓球 女子団体          円田中学校  準優勝   県大会出場 

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

○個人・ダブルス 

◆ソフトテニス 男子ダブルス 円田中学校   市川大翔さん  

  村上丈一さん    第５位  県大会出場 

◆卓球 女子個人           円田中学校   加藤花菜さん   第３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２６日（火）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：村上敏男（平沢公民館 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 

と思っているかたは「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。 

（ＴＥＬ３３－２０１８） 

 

 

 

こんにちは、ございん家の母蔵子（くらこ）です。 

ここ最近夏のように暑い日や、ちょっと肌寒い日もあったりでみなさん体調はいかがですか？ 

先月の運動会では、昨年より成長した子ども達の姿に頼もしさを感じ、元気をたくさんもらえたわ。 

そんな子どもの成長をうれしく思いながらも、テレビを見れば子ども関連の悲しいニュースが毎日の

ように流れてきて… 何とも言えない怒りや不安で気持ちがズーンと重くなるのよね。そして またか… 

って慣れてきちゃってる自分のことも心配になっちゃう。 

 専門的なことは正直よくわからないけれど、私が思うのは大人も子どもも自分を大切に思う心「自己

肯定感」が大切かなぁと…自分を大切に思う気持ち、自分の存在を認められる心があれば、相手を思い

やる気持ちも生まれてくるんじゃないかしら…。 

 だから私は子どもたちに“そこにいてくれるだけでいい” 

“想像力を豊かにして他人を思いやる”そんなことを伝えていきたいなぁと思っています。 

そんな単純なことじゃないことはわかっているけれど、 

みんなが笑顔で過ごせる毎日が一番ですね♪ 

 

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６月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

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
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「みずДたま」 

Ｊマ『あめあめぱらん』(のら書店) 

木坂涼／文，松成真理子／絵 

Ｊオ『カエルの目だま』 

日高敏隆／文，大野八生／絵(福音館書店) 

Ｓホ『たま、またたま』 

星川 ひろ子／著，星川 治雄／著 

松岡享子／訳(アリス館) 
 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

 

今回は、２５年度の雑誌を販売します。一冊

一冊に値段をつけない募金形式となりますの

で、持ち帰りの袋と小銭をご用意ください。 

日時：７月日時：７月日時：７月日時：７月４４４４日（土）、日（土）、日（土）、日（土）、５５５５日（日）日（日）日（日）日（日）    

午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時    

場所：ございんホール場所：ございんホール場所：ございんホール場所：ございんホール    創作の部屋創作の部屋創作の部屋創作の部屋    

＊取り置きや予約は受け付けていません 

 

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、気軽におこしください。 

＊読み聞かせボランティアについて＊ 

子どもたちが集まらず開催できないことがあるため、

現在は活動を休止しています。 

 

 

いよいよ楽しい夏休みです。終業式がおわっ

たら、映画をみに来ませんか。夏休み最初のお

楽しみはございんで！        

★７★７★７★７月月月月１１１１７７７７日（金）午後２時日（金）午後２時日（金）午後２時日（金）午後２時～３～３～３～３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。    

 

 夏休み中の平日は、午前９時に開館します。

閉館する時間と、土日祝日の開館時間はかわり

ません。学校がお休みのぶん、図書館をたくさ

ん利用してくださいね！ 

期間：７月２２日（水）～８月２５日（火）期間：７月２２日（水）～８月２５日（火）期間：７月２２日（水）～８月２５日（火）期間：７月２２日（水）～８月２５日（火）    

■火～金曜■火～金曜■火～金曜■火～金曜    午前午前午前午前    ９時～午後７時９時～午後７時９時～午後７時９時～午後７時    

■土日祝日■土日祝日■土日祝日■土日祝日    午前１０時～午後６時午前１０時～午後６時午前１０時～午後６時午前１０時～午後６時 

 アメやガムも含め、図書館の中では一切の飲

食を禁止しています。ペットボトルや水筒もカ

バンの中におしまいください。小さなお子さん

があなたを見ています。手本となるよう、ご協

力お願いいたします。 

 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

■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 

7/27/27/27/2２２２２～８～８～８～８/2/2/2/2５５５５の平日は午前９時開館の平日は午前９時開館の平日は午前９時開館の平日は午前９時開館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

R 320 デイリー法学用語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 

M 673 仙台ときめきの雑貨屋さんぽ グレアトーン／著 メイツ出版 

007.3 できるＯｆｆｉｃｅ ３６５ ２０１５年度版 インサイトイメージ／著 インプレス 

210.7 パラオはなぜ「世界一の親日国」なのか         ① 井上和彦／著 ＰＨＰ研究所 

288 自分でつくれる２００年家系図 橋本雅幸／著 旬報社 

290.9 はじめての海外旅行まるごと安心ブック ワイワイネット／著 メイツ出版 

291.4 るるぶ北陸新幹線で行こう！金沢富山   ＪＴＢﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

315 十三億分の一の男 峯村健司／著 小学館 

343 会計検査制度 重松博之／責任編集 中央経済社 

493.7 女性のアスペルガー症候群                 ② 宮尾益知／監修 講談社 

543 全電源喪失の記憶 共同通信社原発事故取材班／編著 祥伝社 

594 こどもとたのしむハンドメイド   ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ通信社 

596 １品で野菜１００ｇを確実に食べられるお弁当おかず 石澤清美／著 主婦の友社 

597 片づく家の収納レシピ 大和ハウス工業株式会社／監修 学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 

778 空想科学読本 １６ 柳田理科雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

836 英語アカデミック・ライティングの基礎 一橋大学英語科／編著 研究社 

933 ﾚ ザ・ドロップ デニス・ルヘイン／著 早川書房 

N ﾋｶ ラプラスの魔女 東野圭吾／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

N ﾜﾜ 祟り婿                              ③ 輪渡颯介／著 講談社 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

326 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 大塚敦子／著 岩波書店 

602 日本のすがた ２０１５ 矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 

913 ｲ 黒魔女さんが通る！！ ｐａｒｔ １９ 石崎洋司／作 講談社 

913 ｸ だいすきのみかたパンツちゃん 薫くみこ／作 ポプラ社 

933 ﾍ リフカの旅                           ④ カレン・ヘス／作 理論社 

F ﾎ 童のおつかい ほりかわりまこ／作 偕成社 

G ﾜ たんじょうびおめでとう！ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ／さく 好学社 

J ﾏ あずきとぎ 京極夏彦／作 岩崎書店 

S ｵ なにができるでしょーか？ 大森裕子／さく 白泉社 
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①                     ②                     ③               ④ 

 

蔵王町立図書館    電話 33-2018    

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

５５５５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：２６日    

利用者数：1,887 人(72.6 人/日) 貸出点数：6,565 点(252.5 点/日) 


