【告知】第４０回 蔵王町文化祭

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

【開催】文化会館事業「加川広重アートプロジェクト

検索

絵画でつながる世界」

蔵王町出身の巨大水彩画家 加川広重さんの展覧会を開催します。
町内のアトリエで制作された幅１６メートル、高さ５．５メートルに及ぶ作品は、水彩画としては世
界最大級の大きさで、国内外で高い評価を受けています。今回、通常の美術館では展示不可能なほど巨
大な水彩画を２枚同時に展示いたします。
また、絵画の展示にあわせ、ワークショップやコラボレーションコンサートも企画しております。
なお、本絵画展のチケットの半券をお持ちいただくと、町内の美術館「エール蔵王 島川記念館」に
団体割引価格でご入場いただけます。芸術の秋に、絵画に親しみましょう。
・日
時／１０月１日（土）～１０月１０日（月・祝）
午前９時から午後５時まで ※１０月３日のみ休館となります。
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・入 場 料／３００円（高校生以下無料）
・主
催／蔵王町教育委員会
・助
成／一般財団法人地域創造
・後
援／エール蔵王 島川記念館
・お問合せ／ふるさと文化会館（３３－２０１８）
≪イベントスケジュール≫

※絵画教室のお申し込みは、定員に達したため締め切らせていただきました。
※ワークショップは事前にお申し込みください。

イベント名

開催日

開催時間

絵画教室

9/21(水)
9/28(水)
10/5(水)
10/7(金)

19:00
～
20:30

ワークショップ

10/2(日)

14:00～

10/1(土)
加川広重氏
トークイベント

10/8(土)
10/9(日)
10/10(月)

11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～
11:00～
13:00～

加川広重さんによる水彩画教室です。

加川広重さんにご指導いただきながら、参加者みなさ
んで巨大絵画を描きます。
展示作品の解説や、どのようにして作品がつくられた
のか等の制作秘話について、加川広重さんがスライド
を用いながらお話しします。

第４０回蔵王町文化祭の開催にあたり、町民の皆様からの作品を募集しております。丹精をこめて作
り上げた作品を、ぜひこの機会に展示してみませんか？
皆さまの作品をお待ちしております。
・出展部門／写真、文芸、書道、華道、陶芸、手芸、絵画、その他（木竹工、ちぎり絵など）
・出展要件／町文化協会加盟団体、町内で文化活動を行っている団体および個人
・出 展 料／無料
・申し込み／１０月１８日（火）まで、ふるさと文化会館へお申し込みください。
※募集要項をご覧のうえ、所定の申込書をご記入いただきます。
・お問合せ／ふるさと文化会館（３３－２０１８）
【第４０回蔵王町文化祭 ～みちのく蔵王町文化の伝承と創造～】
・期日／１０月２９日（土）～３０日（日）
・時間／２９日 午前９時～午後６時
３０日 午前９時～午後３時
・会場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・内容／出展作品の展示、囲碁・活花・手芸の実演 ほか
・主催／蔵王町・蔵王町教育委員会・蔵王町文化協会
・主管／第４０回 蔵王町文化祭実行委員会

【開催】プロから学ぶ、初心者のためのギター教室
これからギターを始めたいと思っている方、少しだけ弾いたことのある方のための教室です。
この教室をきっかけにギターを「弾けたら・・・」から「弾ける！」にしてみませんか？
・日 に ち／第１回：１０月１１、１２、１３日
第２回：１０月３１日、１１月１、２日
※第１回のみ、第２回のみ、あるいは両方参加可能です。
※両方に参加する方の１０月３１日から３日間は、新たな講義内容です。
・開催時間／午後７時～午後８時３０分（午後６時３０分集合）
・会
場／ふるさと文化会館 研修室
・内
容／ギターの構えと簡単なメロディー、アルペジオに挑戦、ソロを弾いてみよう
・参 加 費／各回５００円
・募集人数／１５名（申し込み先着順）
・持ちもの／ギター（クラシック、フォーク、エレキ）、筆記用具
※エレキギターの方はアンプも持参してください。
※足台をお持ちの方は持参してください。
・そ の 他／ギターの貸出も可能ですが、数に限りがありますので、ご相談
ください。
・申し込み／ふるさと文化会館（３３－２０１８）

【開催】簡単・おいしい

14:00～

メゾソプラノ：伊藤郁子 ピアノ：渡部直美
「アヴェ・マリア」ほか

15:00～

テノール：我妻健太 ピアノ：岩倉敦子
F.シューベルト「冬の旅」抜粋

10/８(土)

16:00～

ソプラノ：髙木美江 ピアノ：新明美恵
C.フランク「天使の糧」ほか

10/９(日)

14:00～

チェロ：村上曜
J.S.バッハ「無伴奏チェロ組曲 1・3・5 番」

10/10(月)

14:00～

テノール：我妻健太 チェロ：村上曜
リュート：高橋雅和
J.ダウランド「流れよわが涙」ほか

10/1(土)

クラシック
コンサート

内容

出展作品募集

ＩＨクッキング教室

多彩な機能を充実させたＩＨクッキングヒーターで調理してみませんか？日頃料理をしている方か
ら初心者の方まで、ぜひご参加ください！
今回は秋の食材をつかった献立です。皆さんで楽しく Let's cooking♪
・日
時／１０月２１日（金）午前１１時１５分～午後１時３０分
・会
場／ふるさと文化会館 調理室、第１和室
・講
師／東北電力ホームアドバイザー 遠藤由美子氏 國分栄子氏
・参 加 費／５００円
・募集人数／７名（申し込み先着順）
・持ちもの／エプロン、三角巾、電気ご使用量のおしらせ（検針票）
※調理後、検針票を参考に節電のアドバイスをいただけます。
・申し込み／ふるさと文化会館（３３－２０１８）
◎今月の「だより」は裏面にも掲載しています。来ぶらりとあわせてご覧ください！

【開催】クリーン蔵王町デー
≪花に包まれ、ゴミのないきれいなまちづくりを進めよう！≫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、秋の「クリーン蔵王町デー」を開催いたします。
この機会に、家族のふれあいや地域の交流を深め、ボランティア精神を養いましょう。
・日
時／１０月２日（日）午前６時～
・場
所／各地区集会所等（各区ご確認ください）
・対
象／町民どなたでも
・区
域／お住まいの地区内の公共の場所や道路など
・収 集 物／空き缶、その他のごみ
・注意事項／当日、家庭ごみは出せません。
くれぐれも安全に配慮して活動してください。
・そ の 他／詳細は各戸配付のチラシをご覧ください。

【報告】平成２８年度 花いっぱい運動（花いっぱいコンクール）
今年度の運動は、参加を再開する地区もあり、昨年度の１７を超える１８の地区・団体の参加のもと
開催されました。各地区や団体で知恵を絞り、力を合わせて多くのすばらしい花壇をつくりましたが、
見事小村崎区がコンクールにおいて最優秀賞の栄誉を勝ち取りました。
前年度までの最優秀賞である向山区・東根区もモデル地区にふさわしいすばらしい花壇づくりを行っ
ているほか、その他の地区もそれぞれ趣向を凝らした美しい花壇を作り上げ、運動の趣旨である安らぎ
と潤いのある明るく住みよい地域づくりに寄与されました。
≪審査および表彰式≫
・日
時／平成２８年８月１９日（金）午前８時４０分～
・参加団体数／１８団体
・審査場所／町内１８か所
・審 査 員／各地区公民館長等（５名）
・審査結果／
最優秀賞（１団体）小村崎区（Ｈ２９～３１年度モデル地区に指定）
努 力 賞（３団体） 塩沢区 北境区 宮司区
モデル地区（２団体） 向山区（Ｈ２７～２９モデル地区）
東根区（Ｈ２８～３０モデル地区）

【周知】「ございん学習室」は子どもたちの応援団！
町教育委員会では、町内の全小学校で週２回、放課後に図書館などを
会場として「ございん学習室」を開室しています。担任の先生方ではな
い元教員等の世話を受けながら、子どもたちが宿題や問題プリントなど
各自が決めた学習に楽しく取り組んでいます。
「ございん学習室」では学力向上と学習習慣の定着を目標にしていま
す。勉強は毎日の学習の積み重ねが大切です。蔵王町では児童生徒の学
習支援を今後も継続していきます。

【報告】学校支援・算数「そろばん教室」
８月２９日（月）、９月１日（木）の２日間、円田小学校４年生を対象とした「そ
ろばん教室」を実施しました。
“ざおうっ子応援団”登録者の東海林清子さんを講
師に招き、そろばんの使い方・位の見方・足し算引き算のやり方などを教えてい
ただきました。楽しく丁寧に指導していただき、そろばんの基礎についての理解
が深まったことと思います。
◎ざおうっ子応援団とは・・・家庭・地域・学校が協力して「みんなで子ども
を育てる体制を整えましょう」「みんなで学び合いましょう」という『協働教
育プラットフォーム』の仕組みを支える登録ボランティアの方々のことです。
現在、個人：９７名、団体：１８団体の登録をいただいています。

【報告】学校支援・総合「マナー講座（職場体験学習事前指導）
」
中学２年生の職場体験学習を前に、宮城蔵王ロイヤルホテルのホテリエの
方々を講師に招き、マナー講座を開催しました。当日は第一印象の大切さの
お話や、立ち姿勢・お辞儀の実技指導をしていただき、生徒たちはお互いに
確認しあいながら真剣に取り組んでいました。
社会に出てからも通用するマナーを教えていただいたので、職場体験学習
だけではなく、日頃の生活から気をつけられるようになると良いですね。
※円田中学校：７月７日、遠刈田中学校：９月１日、宮中学校：９月２１日（予定）

【開催】第７回 蔵王町総合体育大会（ZAOlympic(ザオリンピック)）
蔵王町総合体育大会は、町体育協会に加盟している団体が一堂に会する秋のスポーツの祭典です。
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催にあたり、蔵王町はパラオ共和国の「ホストタウ
ン」に登録されました。このことを受けて、町体育協会では仲間同士でスポーツを楽しみ、心地よい汗
を流しながら、来たるオリンピックに向けて感心を高めていきたいと思っています。
当日は、海洋センターの各会場で団体ごとに、大会や練習会を開催しますので、興味のある方はぜひ
見学に来てください。
≪当日の活動団体≫
・町野球協会 ・町バレーボール協会 ・町グランドゴルフ協会 ・町テニス協会 ・町卓球クラブ
・総合武道拳聖（秀練会） ・蔵王はつらつクラブ ・町ゲートボール協会（１０月１０日開催）
・町ソフトボール協会（１０月１６日、１８日開催）
※１０月９日は女子大学リーグ戦の大会誘致（町ソフトボール協会）
※子どもたちを対象にカヌー体験を行います。希望される方は水着を持参
してください。
・開催日時／１０月９日（日）【開会式】午前８時３０分～（会場：蔵王球場）
※開会式終了後、各会場で大会や練習会を開催します。
・会
場／蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター 蔵王町総合運動公園等

【報告】蔵王町民水泳大会
８月２１日（日）に第２８回Ｂ＆Ｇ会長杯蔵王町民水泳大会を開催しました。
今年度は選手や応援を含め約１５０名の方々にご来場いただき、猛暑日だったにも関わらず、オリン
ピックを彷彿とするような白熱した大会となりました。そのようななか優勝を
勝ち取ったのは昨年に引き続き宮地区、準優勝が遠刈田地区、第３位が永野地
区という結果となりました。
来年は、もっとたくさんの方に参加してもらえるような種目を企画しますの
で、ぜひ楽しみにしてください。

【家庭教育コラム】“○○の秋”見つけましょう♪
こんにちは。今回の家庭教育コラムは“○○の秋”について一緒に考えてみましょう。
秋になるとよくとりあげられるのが“○○の秋”という言葉。
この○○にはさまざまな言葉があてられ、秋は何かをしやすいと言われたり、活動を推奨されたりし
ます。みなさんは秋というとどんなことをイメージしますか？食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、行
楽の秋、芸術の秋、…そのほかにもたくさんありますよね。
また、秋は日が落ちるのが早くなり家で過ごす時間も増えます。お子さんをはじめ、
家族と過ごす時間も大切にしてくださいね。
気候的に涼しくなって、過ごしやすく、ちょっと落ち着いて時間がとれる「秋」。
この機会に興味はあるけれど、なかなか挑戦できなかったことにも挑戦してみては
いかがでしょうか？
皆さんも“○○の秋”を見つけて、素敵な秋を過ごしてくださいね♪
お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館
蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター
平成２８年９月１５日発行

電話：３３－２０１８ ＦＡＸ：３３－２０１９
電話：３３－３３８８ ＦＡＸ：３３－２５５２
編集 蔵王町教育委員会生涯学習課

