生涯学習だより

2016 年（平成２８年）
１１月 Vol．１８４

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

【開催】第１２回 蔵王ふるさとファンタジー
日ごろから町内で活動をしている文化サークルの皆さんが集まり、練習の成果を発表します。
演奏や歌、踊りなど、バラエティー豊かな発表会ですので、ぜひご来場ください。
・日
時／平成２８年１１月２０日（日）午前９時２０分 開会
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・内
容／蔵王町文化協会会員による琴、カラオケ、ダンス、
よさこい、オカリナ、合唱、バンド演奏等の発表
・入 場 料／無料
・主
催／蔵王町文化協会

【開催】第３５回 蔵王町民謡舞踊発表会
蔵王町文化協会の民謡舞踊部の皆さんによる民謡と舞踊の祭典です。
歴史を重ね、歌い継がれてきた日本の心をご堪能ください。
・日
時／平成２８年１２月１１日（日）午前１０時 開会
【第１部】会員の部 午前１０時１５分～
【第２部】師範の部 午後２時（見込み）～午後３時
・会
場／ふるさと文化会館 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民謡や舞踊の披露
・入 場 料／無料
・主
催／蔵王町文化協会

【開催】ＩＨクッキングヒーター料理教室～初の日曜日開催！～
これまで平日に開催しておりました、皆さまから好評のＩＨ料理教室を日曜日に行います。
学校や仕事で参加できなかった方、親子で参加したい方、ぜひこの機会にお申し込みください。
・日
時／平成２８年１２月１８日（日）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
・募集人数／７名
・参 加 費／５００円
・持ちもの／エプロン、三角巾、電気ご使用料のおしらせ（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）

【開催】第３回 蔵王町漢字検定～家族そろって試してみよう漢字力！ ～
今回で第３回目となる蔵王町漢字検定を開催いたします。自分の漢字力を試してみませんか。
町内外、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。皆さんの応募をお待ちしています。
・日
時／平成２９年２月２６日（日）午前１０時～
・会
場／ふるさと文化会館
・検 定 料／３００円
・申し込み／ふるさと文化会館窓口 ※午前９時～午後５時
・しめきり／平成２９年２月１０日（水）
・そ の 他／１０級（小１レベル）から師範級（一般）まで練習問題を準備しています。
詳しくはお問い合わせください。教育総務課（３３－３００８）

【開催】歴史対談「仙台真田氏～地域に受け継がれた真田の血脈～」
矢附地区に整備された“蔵王町矢附真田の郷歴史公園”の落成記念行事として、歴史対談イベン
トを開催します。武将隊も皆さまのご来場をお待ちしております。
・日
時／平成２８年１２月３日（土）午後１時３０分 開演（午後１時 開場）
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・テ ー マ／仙台真田氏～地域に受け継がれた真田の血脈～歴史を知ることで見える地域の未来
・出
演／【講師】真田徹氏 （仙台真田家ご当主）、 片倉邦雄氏 （幸村息女・阿菖蒲の末裔）、
若柳梅京氏 （日本舞踊家、白石市歴史文化アドバイザー）
【司会】小栗さくら氏 （歴史系アーティスト、歴史アイドル）
・入 場 料／無料（全席自由）
・定
員／４５０名（先着）
・申込期限／１１月３０日（水）
・申し込み／窓口：ふるさと文化会館窓口 ※午前９時～午後５時
電話：文化財保護係（３３－２３２８）※午前９時～午後５時
ＷＥＢ：どきたんドットコム（http//www.dokitan.com/）
申込メールフォームにて

【開催】仙台真田氏歴史セミナー「小説『仙台真田氏物語』を読む」
仙台真田氏歴史セミナー・蔵王町立図書館講座として対談イベントを開催します。角田市在住の
児童小説家 堀米薫氏の著作「仙台真田氏物語～幸村の遺志を守った娘、阿梅～」を題材とした対談
です。
・日
時／平成２８年１２月４日（日）午後１時３０分 開演（午後１時 開場）
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・内
容／【第１部】仙台真田氏の歴史解説 午後１時３０分～午後２時
講師：早川知佐氏 （歴史プロデューサー『六龍堂』主宰）
【第２部】対談 小説『仙台真田氏物語』を読む 午後２時１０分～午後４時
講師：堀米薫氏 （児童小説作家、『仙台真田氏物語』著者）、 早川知佐氏
・入 場 料／無料（全席自由）※事前申し込みは不要
・問い合せ／生涯学習課文化財保護係（３３－２３２８）

【報告】中学校新人大会県大会出場おめでとうございます
日ごろの練習の成果を発揮し、蔵王町から多くの選手が中学校新人大会県大会に出場しました。
これからますます練習を積み重ね、来年の総体でも活躍されることと思います。
◆円田中学校 ソフトボール（女子） ◆円田中学校 バレーボール（男子・女子）
◆宮中学校
剣道団体（男子）
◆円田中学校 卓球男子シングルス 釼持歩さん

【報告】社会教育推進大会・協働教育研修会
１０月２２日（土）村田町民体育館にて、大河原教育事務所管内 社会教育推進大会・協働教育研
修会が開催されました。
「子どもの豊かな心をはぐくむ学校・家庭・地域社会の協働のあり方」を主
題におき、宮城教育大学教職大学院 教授 梨本雄太郎氏による講演会と、村田町で実際に協働教育
を実践している団体の代表による研究討議が行われました。
協働教育とは、家庭・地域・学校が協力し、子どもを地域全体で育てていこうという教育活動の
ことです。子どもは様々な場で様々な人とふれあい、多くの体験をすることで思考力や実践力が成
長していきます。実際に村田町で行われている読み聞かせや農業体験、ジュニア・リーダー活動等
の紹介や意見発表をとおし、子どもたちの多様な活動を支えている地域ボランティアの方々の力を
改めて感じました。また、ボランティアの方々は子どもたちの笑顔が活力になるとお話しされてお
り、活動をとおして子どもたちと地域の方がお互いに元気・笑顔になっている様子が分かりました。
◎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！

【報告】蔵王町公民館講座「庭木の剪定教室」

【家庭教育コラム】手洗い・うがいできていますか？

６月から１０月にかけて５回にわたり庭木の剪定教室を開催しました。
公共施設の松やもみじなど一般家庭にある木を中心に実技講習を行い、木
の種類によって変わる剪定方法や、きれいに見せるためのポイントを学びま
した。参加者の方々の剪定技術が向上し、今後の庭木の手入れに役立つ教室
になったことと思います。

こんにちは。近ごろ急に寒くなり、体調を崩していませんか？
秋から冬になると、色々な感染症が流行し始めて心配になりますよね。ウイルスは低温・低湿を
好むので、気温が下がり乾燥しやすい秋から冬にかけては強い感染力を持ちます。また、気温が下
がることで体温が下がり、それによって免疫力も下がってしまいます。加えて、乾燥によって鼻や
のどの粘膜も乾燥状態になり、ウイルスに感染しやすい状況ができてしまうのです。行事や旅行等
で外出する際には、特に健康に気を使うことが多くなりますね。
そこで今回は、お子さん連れで外出をするときの留意点についてお話しします。まず、外出の際
にはお子さんの体調に配慮した無理のないスケジュールを心がけてください。軽い咳や鼻水など、
少しでも気になる症状がある場合には、事前にかかりつけ医の診察を受け、持参薬を処方してもら
うと安心です。特にアレルギー疾患（喘息や食物アレルギー、蕁麻疹など）のある方は、環境の変
化によって体調が急に変わることがありますので注意が必要です。
子どもは色々なものに触れたがるので、手を通してウイルスや細菌が体内に侵入し、増殖してし
まいます。外から帰ってきたときは特にうがいと手洗いを徹底しましょう。うがいが上手にできな
いお子さんは水分補給だけでも効果があるといわれています。
家族みんなが元気でいることが一番ですよね♪規則正しい生活や適度な運動、十分な睡眠を心が
け、みんなで抵抗力を高めましょう！

【報告】蔵王町公民館講座「蔵王町での家庭野菜づくり講座」
９月１０日から４回にわたり開催しました。台風の影響で中止となった
回もありましたが、１０月には、とてもおいしいちぢみ小松菜と立性ホウ
レン草を収穫することができました。参加者の皆さんはお互いに交流を深
め、積極的に参加していたようでした。畑の提供と技術指導をしてくださ
ったエコファーム蔵王の皆さん、ご協力ありがとうございました。

【報告】蔵王町公民館講座「チャレンジキッズ第２弾」
１０月１５日、松川の河川敷にてチャレンジキッズ第２弾“ほくほく焼き
芋と秘密基地づくり”を開催しました。今回は新聞紙を使って薪に火をつけ
る体験と、簡単にできるロープワークを使った秘密基地（簡易テント）をつ
くる体験をしました。テントが完成したあと、落ち葉で焼いた焼き芋をみん
なでおいしくいただきました。

～読書感想文コンクール入賞おめでとうございます～

【報告】蔵王町公民館講座「プロから学ぶ、初心者のためのギター教室」
ふるさと文化会館研修室にて、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入門教室を計６回開催しました。
ギターを弾く際の姿勢や弦の押さえ方など基本的なことから学び、最後
には簡単な曲を演奏できるようになりました。講師のミニコンサートもあ
り大いに盛り上がりました。

【報告】加川広重アートプロジェクト「絵画でつながる世界」
１０月１日から１０日まで、蔵王町出身の水彩画家・加川広重さんの展覧
会を開催しました。絵の展示に合わせ、クラシックコンサートや巨大絵画を
描くワークショップ、絵画教室などを行い、約９００名の方が絵画芸術に親
しみました。ご来場いただいたお客様からは、
「絵のスケールに感動した」
「震
災を考える良いきっかけになった」等の声が聞かれました。

【周知】子供・若者育成支援強調月間～支えよう 輝くひとの 夢みらい～
本年２月、政府において「子供・若者育成支援推進大綱」が策定されました。この中では、子ど
も・若者の育成支援を社会全体で取り組むべき課題として位置づけ、全ての子ども・若者が健やか
に成長し、自立・活躍できる社会の実現を目指すこととしています。
ひきこもりや不登校、少年非行、いじめ問題、児童虐待など、社会全体で解決していかなければ
ならない課題が多くある現代、青少年育成に関わる専門の諸団体が連携協力していくとともに、子
ども・若者を孤立させず地域全体で支えていく社会づくりが重要となります。その取り組みを図る
ために、内閣府は１１月を「子供・若者育成支援強調月間」と定めました。この機会に皆さんも青
少年の育成支援について考えてみませんか？
【子供・若者育成支援強調月間

重点事項】

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

最優秀賞
【小学校低学年の部】『わすれられないおくりもの』遠藤美空さん（円田小１年）
【小学校中学年の部】『続 被爆者』岩佐姫花さん（円田小４年）
【小学校高学年の部】『走れメロス』手塚晴斗さん（宮小６年）
その他の入賞者は以下のとおりです。（敬称略）
【低学年の部】
優秀賞

【中学年の部】

【高学年の部】

優秀賞

優秀賞

【中学生の部】
優秀賞

八島

諒気（宮小２年）

熊澤

寛二（遠小４年）

村上

由依（平小６年）

手塚

愛奈（宮中３年）

佐藤

理花（遠小２年）

高村

翔太（遠小４年）

木村京士朗（遠小５年）

北岡

笑（遠中３年）

優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

佐藤

智哉（円小１年）

佐藤

千夏（円小４年）

鈴木

恵斗（永小６年）

高橋

涼乃（宮中１年）

平間

彩夢（永小２年）

佐藤

彩乃（宮小３年）

平間

夕輝（宮小５年）

滝口

聖心（遠中３年）

大沼

杏奈（遠小１年）

山家

大河（宮小３年）

熊澤康太郎（遠小６年）

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

大高

七葉（平小２年）

樋口

千洋（円小４年）

佐藤

楓（円小５年）

亀井

咲希（平小２年）

菅原

諒人（平小３年）

会田

莉歩（円小６年）

滝口

加藤賢太郎（宮小１年）

山口

葵（永小３年）

会田

衣吹（永小５年）

堺

我妻
渡部

佐藤

悠生（宮小４年）

丹野
黒澤

真依（宮小４年）
希望（遠小３年）

庄司
大沼

百寿（宮小６年）
芽依（遠小６年）

祥多（宮小２年）
一琉（宮小２年）

問い合わせ／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１１月１５日発行

山家菜々美（宮中３年）
響（遠中１年）
美結（遠中３年）

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

