
 
   

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 

 
 
最近は手ごろになったデジタル一眼レフカメラをつかって、お気に入りの一枚を狙いましょう。 

・日  時／①５月１８日（水）１０時００分～１２時００分   

②５月２５日（水） ９時００分～１１時３０分 

③６月 １日（水） ９時００分～１１時３０分 

・内  容／①デジタル一眼レフカメラの基本操作を学ぶ ②写真撮影を実践してみる（自然風景） 

      ③写真撮影を実践してみる（人工構造物） 

・会  場／ございんホールほか 

・対  象／・蔵王町に在住の成人の方 ・一眼レフカメラを持参できる方 

      ・全３回の講座に参加できる方 

・講  師／写真工房ムラカミ 村上弘毅 氏 

・募集人数／５名 

・受 講 料／各回５００円 

・申込期限／５月１０日（火） 

・申し込み／ございんホール（３３－２０１８） 
 

 
身体の内側を鍛えるエクササイズ『ピラティス』の教室を開催します。 
健康で楽しく過ごす毎日のためにも、この機会に自身の身体のことを考えてみませんか？ 

※ピラティスとは…胸式呼吸を用いながら、ストレッチを中心とした動きで体の奥の筋肉をしなやか 
で丈夫に鍛える運動。筋肉の緊張やバランスを調整し、その結果正しい姿勢や効率的な動きを学習す 
る事ができます。 
・日  時／①６月 １日（水） ②６月 ８日（水） ③６月１５日（水）  

④６月２２日（水） ⑤６月２９日（水） １９時００分～２０時００分 
・会  場／ございんホール 和室 
・対  象／町内在住または勤務している成人女性 
・募集人数／２０名 
・受 講 料／各回５００円 
・持 ち 物／タオル 飲み物 ヨガマット（持っている方） 
・申込期限／５月２７日（金） 
・申し込み／ございんホール（３３－２０１８） 
 

 
ございんホール展示室にて、仙台真田氏宗家に伝わる歴史資料の特別展を開催

中です。大変貴重な展示となりますので、この機会にぜひご覧ください。 
・内  容／仙台真田家宗家に伝わる歴史資料の展示 
・会  場／ございんホール 展示室 
・期  間／４月２日（土）～６月３０日（木） 

            ９時００分～１７時００分 
・そ の 他／見学無料 

 
 
・勤務内容／プールの安全管理及び清掃業務    ・対 象 者／１８歳以上の男女（高校生を除く） 

・期  間／６月１日（水）～８月３１日（水）  ・賃  金／日中：５，６００円 

・勤務時間／日中：８時３０分～１７時１５分         夜間：３，０００円 

夜間：１７時～２１時 

・問い合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター（TEL：33－3388） 

 

 

２月２４日、３月３日、３月９日の３回にわたって、「セルフケア入門 ヨガと足つ

ぼマッサージ教室」を開催しました。ヨガのポーズと呼吸法は、激しい運動が苦手な

方でも無理なく行える事ができ、参加者の皆様はそれぞれのペースで、自分の体と向

き合っていました。参加者からは、「心と体が楽になった」「コリがほぐれた」等の声

が聞かれました。 

 

 

 

《It’s  a“ＺＡＯ ＳＴＹＬＥ”ココロが気持ちいいくらしをしよう！》とい

うスローガンのもと、町ぐるみ、地域ぐるみで行う取り組みとして、４月３日（日）

に春の「クリーン蔵王町デー」が開催されました。 

当日は春の暖かな天候のなか、家族のふれあいや地域の交流を深める機会とし

て、町内全地域で多くの方にご参加いただきました。 

朝早くからボランティア活動をしていただきました皆様大変お疲れ様でした。 

 

 
公式テニスの基本技術を全６回の教室を通し学ぶことができ、初心者でもテニスの楽しさを味わうこ 

とが出来ます。日頃の運動不足解消や体力向上を目指しチャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 

優しく親切なコーチや一緒に楽しむ仲間があなたの参加をお待ちしております。 

・日  時／５月１２日（木）から毎週木曜日 １９時００分～２１時００分 全６回 

・場  所／総合運動公園テニスコート 

・対  象／１８歳以上の町内にお住まいの方、または通勤・通学されている方 

・募集人数／２５名程度 

・受 講 料／３，０００円（全６回分）  

・準 備 物／動きやすい服装、シューズ（運動靴）、飲み物、ラケット（貸出有）、着替え 

・講  師／片岡 剛（ＮＰＯ法人 ＯＡＺテニスクラブ） 

・そ の 他／雨天の場合は順延 
・申し込み／５月６日（金）まで 
Ｂ＆Ｇ海洋センター（蔵王町スポーツ振興課）電話３３－３３８８  ＦＡＸ３３－２５５４ 
 

 
 

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 

 

 
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２８年４月１５日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

指定文化財・指定保存樹

木 



 

「せいかつ」 

Ｓハ『『『『うんこのたつじんうんこのたつじんうんこのたつじんうんこのたつじん』』』』 

みずうちきくお／文 

はたこうしろう／絵（ＰＨＰ研究所） 

Ｇク『『『『おやすみくまちゃんおやすみくまちゃんおやすみくまちゃんおやすみくまちゃん』』』』 

シャーリー・パレントー／ぶん 

デイヴィッド・ウォーカー／え 

福本友美子／やく（岩崎書店） 
 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

■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 

 

３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。 

分類 タイトル 

V-31 巨大災害 地球大変動の衝撃 全５巻 

V-34 うまれる 

V-34 生命大躍進 全３巻 

V-Y ｸ グレッグのダメ日記 

V-Y ｿ それでも夜は明ける 

V-Y ﾛ ６才のボクが、大人になるまで。 

V-K4 動物の赤ちゃん ワクワク編 

V-A ﾉ げんきげんきノンタン でかでかありがとう 

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。 

★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 

★記録面（銀色に光っている面）には触らないよう

にしてください 

※なお、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。 

 

特別整理期間のため、4444 月２０日（水）～月２０日（水）～月２０日（水）～月２０日（水）～

２２２２２２２２日（日（日（日（金）の金）の金）の金）の 3333 日間を休館日間を休館日間を休館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。 

休館中に返却期限が来ることはありません。

ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願

いします。 

返却ポスト 本・雑誌 
CD・DVD 

・ビデオ 

ございんホール 

玄関左側 

大 

返却口 

小 

返却口 

円田・宮・遠刈田 

各出張所 
○○○○ ×××× 

 

２８年度も、福島県避難者支援課から『福島

民報』と『福島民友』が週２回届きます。どう

ぞご利用ください。 

 

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。１５分

程度ですので、気軽にのぞいてみてください。 
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①                    ②                      ③                ④ 

 

蔵王町立図書館    電話 33-2018    

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

３３３３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：1,968 人(75.7 人/日) 貸出点数：6,454 点(248.2 点/日) 

 

ﾗﾍﾞﾙ 書名 著編者 出版社 

023 震災編集者 土方正志／著 河出書房新社 

104 恐怖の哲学 戸田山和久／著 ＮＨＫ出版 

164 千の顔をもつ英雄 上・下 ジョーゼフ・キャンベル／著 早川書房 

302 香港 倉田徹／著 岩波書店 

324 無戸籍の日本人                        ① 井戸まさえ／著 集英社 

366 日本の給料＆職業図鑑 給料ＢＡＮＫ／著 宝島社 

460 人間にとって寿命とはなにか 本川達雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

491 人体図   ニュートンプレス 

593 作って→着回す大人の毎日服   ブティック社 

596 パウンドケーキバイブル 福田淳子／著 河出書房新社 

687 世界一清潔な空港の清掃人 新津春子／著 朝日新聞出版 

721 虹の橋を渡りたい                       ② 中田整一／著 幻戯書房 

728 井上有一  書の破壊と創造 井上有一／書 平凡社 

933 ｻ けだものと超けだもの サキ／著 白水社 

983 ｳ 陽気なお葬式 リュドミラ・ウリツカヤ／著 新潮社 

N ｸﾏ 希望の海                            ③ 熊谷達也／著 集英社 

N ｼﾖ アシタノユキカタ 小路幸也／著 祥伝社 

N ｽﾐ また、同じ夢を見ていた 住野よる／著 双葉社 

N ﾎﾀ 青と白と 穂高明／著 中央公論新社 

 

ﾗﾍﾞﾙ ほんのなまえ かいたひと しゅっぱんしゃ 

140 ハッピーになれる心理テスト 森冬生／著 金の星社 

455 ジオパークへ行こう！ 林信太郎／著 小峰書店 

460 極限の世界にすむ生き物たち 長沼毅／監修 誠文堂新光社 

590 こどもせいかつ百科 講談社／編 講談社 

913 ｱ エイプリルと魔法のおくりもの あんびるやすこ／作・絵 ポプラ社 

913 ﾔ チョコちゃんときゅうしょく 椰月美智子／さく そうえん社 

G ｴ わたしのいえ カーソン・エリス／作 偕成社 

J ｺ ドンのくち こしだミカ／作・絵 佼成出版社 

S ﾓ 築地市場                            ④ モリナガ・ヨウ／作・絵 小峰書店 


