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

 

 
１１回目を迎える蔵王町文化協会主催の「蔵王ふるさとファンタジー」が開催されます。 

町内で活動されているサークルが、練習の成果を発表します。 

歌あり、踊りありのバラエティー豊かな発表会ですので、ぜひご観賞ください。 

・日  時／平成２７年１１月２２日（日） 

開演 午前９時３０分（開場 午前９時００分） 

・会  場／ございんホール 多目的ホール 

・内  容／蔵王町文化協会加盟団体による琴、大正琴、 

合唱、ダンス、よさこい、オカリナなど 

・入 場 料／無料 

・主  催／蔵王町文化協会 

  
 
蔵王町文化協会会員による民謡と舞踊の祭典です。 

 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２７年１２月６日（日） 

開演 午前１０時００分（開場 午前９時３０分） 

・会  場／ございんホール 多目的ホール 

・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２回蔵王町漢字検定を下記の日程で開催します。「読めるけど書けない！」よく聞かれる言葉です。

だからこそ自分の漢字力を知りましょう。 

 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。 

履歴書に書ける検定ではありませんが、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。 

・日  時／平成２８年２月７日（日）午前１０時００分 

・会  場／ございんホール 

・検 定 料／３００円 

・申込期限／１月２０日（水） 

・申し込み／ございんホール（３３－２０１８） 

  ※１０級（小１レベル）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（担当：髙橋）までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

※答えは裏面を見てね 

 

 

 

もし認知症になったら、財産をどうやって守るのでしょう？ 

そのような時、頼りになるのが成年後見人制度です。 

この講座では成年後見人制度の基本的な知識、遺言や遺産相 

続について、専門家の指導のもと学んでいきます。 

この機会に「何となく不安だけど、どうすればいいか分から 

ない…」という不安を解消しましょう。 

・日  時／平成２７年１２月９日（水） 

      午前１０時００分から午前１１時３０分 

・会  場／ございんホール 第１研修室 

・対  象／６０歳以上の町民の方 

・講  師／大河原公証役場 公証人 紺野清幸 氏 

・募集人数／３０名（定員になり次第締め切り） 

・参 加 費／無料 

・申し込み／ございんホール 電話 ３３－２０１８ 

 

 
協働教育プラットフォーム協議会主催の「ざおうっ子応援団研修会」を下記の日程で開催いたします。 
「ざおうっ子応援団」とは、地域の子どもたちを地域のみなさんと一緒に育むためのボランティアで、

９月末現在で個人登録９６名、団体１７名の登録をいただいています。 
日頃、ボランティアとして活動している方を中心に、研修会をとおして意欲向上の一助にしてもらう

目的で開催します。 
ボランティア活動に興味のある一般の方もご参加いただけます。皆様のお申し込みをお待ちしており

ます。 
・日  時／平成２７年１１月２６日（木） 午後１時３０分から 
・会  場／蔵王町ふるさと文化会館 第１・２研修室 
・対  象／ざおうっ子応援団登録ボランティア及び関心のある方 
・内  容／【講話】大河原教育事務所 教育班 主幹 小林正道氏 
      【活動紹介】蔵王町子育てサポーター 金峯照美氏 
      【情報交換会】少数のグループにわかれての情報交換 
・申込期限／１１月１７日（火） 
・申し込み／ございんホール ３３－２０１８ 担当：佐藤（良） 
 

 

「どうやって子どもを育てたらいいだろう」子を持つ親の永遠のテーマかもしれません。 

この講演会では、子育てや家庭問題についての講演やラジオパーソナリティーを務めてこられた金子

耕弐氏をお招きしご講演いただきます。 

子育てに関するヒントがたくさん見つかる講演となっておりますので、ぜひご参加ください。 

 

・日  時／平成２７年１１月２９日（日） 開演 午後 2 時００分（開場 午後１時３０分） 

・場  所／ございんホール 多目的ホール 

・対  象／どなたでもご参加いただけます 

・参 加 費／無料 

・講  師／金子 耕弐 氏 

（㈱エイブル語学研究社代表取締役、ラジオ『家族に贈るとっておきの話』パーソナリティー） 

・そ の 他／親子室（講演を聞くことができる防音個室）をご用意しています。 

・問 合 せ／ございんホール ３３－２０１８ 担当：佐藤（良） 

 

 
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。 

書いてみましょう（送り仮名も）・読んでみましょう（練習問題）。 

６級（小学５年レベル） ・バットをかまえる。  ・仕事を任される        

４級（中学２年レベル) ・たんぱくな味付け    ・古代の史跡 

２級（高校在学レベル） ・はなはだ迷惑     ・審議会に諮る 

準師範（一般・大人）  ・争いをじゃっきした  ・山中に残鶯の声 



 

 

オーロラメッセンジャー中垣哲也氏が撮影・編集を手がけたオーロラの美しい映像と地元の人も知ら

ないような蔵王の魅力の数々を大スクリーンを使ってお楽しみいただけます。 

学びと癒しを一度に味わえる大変貴重な機会ですので、ぜひご来場ください。 

 

・日  時／平成２７年１１月２９日（日） 

第１部「知られざる蔵王の自然と恵み」 

午後６時３０分から（４０分） 

   第２部「宇宙からのメッセージ・オーロラの神秘」 

午後７時２０分から（７０分） 

・場  所／ございんホール 多目的ホール 

・対  象／どなたでもご参加いただけます 

・参 加 費／前売り・予約５００円（高校生以上） 当日券１，０００円 

※中学生以下無料 

※当日券の５００円割引券有（ございんホールロビーにございます） 

※前売り予約については下記お問い合わせ先までご連絡ください 

・ナビゲーター／オーロラメッセンジャー中垣哲也氏・宮城蔵王ガイド協会認定ガイド 

・そ の 他／親子室（講演を聞くことができる防音個室）をご用意しています。 

・主  催／オーロラと蔵王の自然実行委員会（共催／宮城蔵王ガイド協会） 

・問合せ・予約／宮城蔵王ガイド協会事務局 090-7324-7692（佐藤） 

 

 

仙南２市７町の青年達が集まり、歌やダンスなどステージ発表や美術作品等の展示を行う「仙南青年

フェスティバル」が、今年度は角田市を会場に開催されます。皆様の参加申し込みをお待ちしておりま

す。 

『仙南青年フェスティバル２０１６in かくだ おらほの『わ』～我・和・笑・輪～』 

・日  時／平成２８年２月７日（日） 午前９時４５分から午後４時００分まで 

・会  場／かくだ田園ホール（角田市民センター） 

・参加条件／仙南２市７町に居住の方、または勤務している方。年齢制限はありません。ただし、応募

多数の場合は抽選とします。 

・発表種目／ステージ発表の部（合唱、演劇、郷土芸能、ダンス、ステージパフォーマンス等） 

      美術展・生活文化展の部（水彩画、日本画、イラスト、写真、手芸品等） 

・申し込み／角田市ホームページ http://www.city.kakuda.miyagi.jp に掲載されている参加申込用紙

をダウンロードし、ご記入のうえ次の申込先までお申込みください。 

〒981-1505 角田市角田字牛舘１０ 

      角田市教育委員会生涯学習課内  仙南青年文化祭実行委員会事務局 宛て 

電 話 ０２２４－６３－２２２１ FAX ０２２４－６３－５６３３  

メール：syougaku@city.kakuda.miyagi.jp 

・締め切り／平成２７年１２月４日（金） 

 

 

１１月５・６日、B＆G 海洋センターにおいて三遊亭円楽杯ゲート

ボール交流大会が開催されました。大会には全国各地から５５チーム

２９８名の参加者が集まり、熱い戦いを繰り広げました。 

また５日の夕方には、三遊亭円楽一門による落語の集いが開催され

ました。ございんホール名誉館長、円楽師匠による円熟の落語をはじ

め、漫談、手品などバラエティー豊かな演目に、会場のお客様は楽し

いひと時を過ごされました。 

 

 
 

平成２１年から「子ども・若者育成支援推進法」が施行されています。主な内容は、教育・福祉・雇
用など各関連分野にわたる施策を総合的に推進するとともに、子ども・若者への支援を行うための地域

ネットワークづくりの推進を図ることを目的としたものです。その取り組みを図るために、１１月を「子
ども・若者育成支援強調月間」と定めました。皆さんで次の課題に取り組みましょう。 

 
１．子ども・若者の社会的自立支援の促進 
２．生活習慣の見直しと家庭への支援 
３．児童虐待の予防と対応 
４．子どもを犯罪や有害環境等から守るための取組の推進 
５．子どもの貧困対策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
   【漢字検定例題の答え】 構える まかされる 淡白 しせき 甚だ はかる 惹起 ざんおう 

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１１月１３日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習 

最優秀賞 

★小学校低学年の部★ 『おじいちゃんのごくらくごくらく』 我妻 稟心さん （円田小 1 年） 

★小学校中学年の部★ 『赤ちゃん盲導犬コメット』     岩佐 姫花さん （円田小３年） 

★小学校高学年の部★ 『「大好き！」を見つけよう』     權藤康太郎さん （遠刈田小５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 

山口  葵（永小２年） 權藤 寛二（遠小３年）  山家 咲愛（円小５年）  北岡  笑（遠中２年） 

 佐藤 優真（宮小２年） 木村京士朗（遠小４年）  佐藤 颯太（平小６年）  

優良賞 

佐藤 理花（遠小１年） 佐藤 千夏（円小３年）  大槻こよみ（宮小５年）  滝口 聖心（遠中２年） 

 岡本 奈々（平小２年） 齋藤 有咲（宮小３年）  手塚 晴斗（宮小５年）    

 山崎 智也（永小２年） 黒澤 璃桜（遠小４年）  佐藤あおい（円小６年）     

                           

努力賞 

大髙 七葉（平小１年） 堀内 奏汰（平小３年）  村上 由依（平小５年）  東海林みのり（遠中３年） 

樽見祐之介（宮小１年） 長谷川幸紀（永小３年）  山家 渉夢（円小５年）  武田 和歌（円中２年） 

八島 諒気（宮小１年） 髙  浬吏（宮小３年）  北岡 大地（遠小５年）  手塚 愛奈（宮中２年） 

芦立 哩旺（円小２年） 佐藤 秀斗（永小４年）  横山 愛華（永小６年）   山家菜々美（宮中２年） 

南舘 里音（永小２年） 遠藤 琉花（宮小４年）   高橋 涼乃（宮小６年）  山川 秀生（円中１年） 

            武田  崚（宮小４年）    

 

 

 

 

 
～読書感想文コンクール入賞おめでとうございます～ 


