【開催】ＳＩＲＯ-Ａ ＥＸＴＲＥＭＥ ＬＩＶＥ チケット好評発売中！

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】加川広重アートプロジェクト絵画コンクールと絵画教室
９月３０日（土）から１０月９日（月・祝）まで開催される「加川広重アートプロジェクト 星を巡
る，絵画への旅」に先立ち、絵画コンクールと絵画教室を開催します。
絵画コンクールは蔵王町内の小中学生が対象で、作品は会期中ふるさと文化会館に展示します。入賞
者の表彰式も会期中に行い、その後入賞作品は「エール蔵王島川記念館」に一定期間展示します。
絵画教室は９月７日から２８日までの毎週木曜日に開催します。蔵王町で制作活動を続ける巨大水彩
画家の加川広重さんから直接指導を受ける事ができる貴重な機会です。出品、お申し込みを、お待ちし
ております。
①絵画コンクール
・テ ― マ／自由（テーマは特に設けません）
・応募期間／８月１日（火）～８月３１日（木）まで
・応募資格／蔵王町内の小中学生
・応募点数／１人１点
・大 き さ／四つ切り画用紙（382mm×452mm）以内
加川広重作 全天星座図
・画
材／自由（色鉛筆、水彩、クレヨンなど、自由に使って描いて下さい）
・各
賞／小学校低学年（１～３年生）の部 小学校高学年（４～６年生）の部 中学生の部
各最高賞１点、優秀賞２点
・審査結果／９月中旬入賞者本人に直接通知
②絵画教室
・開 催 日／９月７日、１４日、２１日、２８日の毎週木曜日
・時
間／午後７時００分～午後８時３０分
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館 研修室
・対
象／蔵王町内にお住まいの方 １５名程度
・参 加 費／１回５００円
・持 ち 物／絵具、パレット、ふで、バケツ、ぞうきん
昨年の絵画教室の様子
お申し込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８
主催／蔵王町教育委員会 後援／エール蔵王島川記念館 えぼしリゾート

「テクノサウンド」と「映像」、そして「パフォーマンス」の融合を表現する、次世代型エンタテイ
メント集団 白Ａ（シロエー）が今年も蔵王町にやってきます。
「人間とテクノロジー(技術)のつながり」
をモットーに、プロジェクションマッピング・レーザー・ＬＥＤ・３Ｄ等のテクノロジーとダンスパン
トマイムをコラボレーションさせ、ノンバーバル(非言語)かつ斬新なエンターテイメントを繰り広げま
す。NHK E テレ「にほんごであそぼ」にレギュラー出演しているほか、世界各地で５００公演以上を
開催し、１０万人以上の観衆を熱狂させた白Ａのパフォーマンスをぜひご覧ください！
・日
時／９月９日（土）午後３時００分開演（午後２時３０分開場）
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホール
・チケット／【全席指定】
大人
前売り １,５００円 当日 ２,０００円
高校生以下
前売り １,０００円 当日 １,５００円
※３歳以下無料
※前売り券が完売した場合、当日券の販売はありませんので
お早めにお買い求めください。
・チケット発売日／７月２６日（水）より発売中です。
電話予約も承ります。
・チケット取扱所／蔵王町ふるさと文化会館 電話３３－２０１８
町内各地区公民館

【開催】ざおうっ子伝承芸能発表会
蔵王町の子どもたちによる伝統芸能、創作芸能の発表を行います。
日ごろから、伝承・創作芸能に励んでいる子どもたちを、一目見に来
てはいかがでしょうか。大人に負けない、力強い演舞をお届けします。
たくさんのご来場お待ちしております！
・日
時／平成２９年９月１０日（日）午後１時００分開演
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 多目的ホール
・内
容／各団体による神楽や太鼓演奏のほか、近隣市町の伝統芸
能の披露を行います。
・入 場 料／無料（全席自由）
・主
催／蔵王町子ども伝承・創作芸能推進協議会
お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【開催】公民館講座「リフレッシュ♪ MamaCafe」

【募集】我妻家住宅ボランティアガイド（文化財ガイド養成講座）

毎日忙しく仕事や家事、子育てを頑張っているママの皆さん！たまには一息ついて、みんなで楽しく
おしゃべりしてリフレッシュしませんか？楽しむ気持ちがあれば、あとはなんにもいりません。今回は
和菓子づくり教室です。おうちでもできる冷たくておいしい和菓子の作り方を紹介します♪ございんホ
ールに遊びにござい～ん♪
・日
時／平成２９年９月２９日（金）午前１０時００分～正午
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 調理室
・内
容／和菓子づくり教室とお茶会
・講
師／御菓子司 玉浦屋 布田 善寛 先生
・対
象／新米ママからベテランママまで
・募集人数／８名
・持 ち 物／エプロン
・参 加 料／５００円
・申込期限／平成２９年９月１５日（金）
・そ の 他／託児の必要な方は、申し込み時にお子さんのお名前と年齢をお知らせください。
お申し込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

国指定重要文化財『我妻家住宅』の公開日（毎月第３日曜日）に活動するボランティアガイドを募集
します。歴史や文化財の基礎知識やガイドのノウハウを身につける養成講座で、どなたでも無理なくガ
イド活動にたずさわれます。
《ガイド養成講座（全４回）》
① ９月 １日（金）午後 ２時～午後４時 歴史と文化財の基礎知識 会場：ふるさと文化会館
② ９月１７日（日）午前１０時～正午
我妻家住宅見学、ガイドの基礎知識 会場：曲竹公民館
③ ９月２９日（金）午前 ９時～午後５時 先進地視察研修（県内）
④１０月１５日（日）午前１０時～正午
ガイド体験学習 会場：曲竹公民館
・対
象／１８歳以上どなたでも 定員２０名
・受 講 料／２,０００円（資料代、視察研修費用）
・申込期限／８月２５日（金）
・そ の 他／受講後、希望者は我妻家住宅ガイドボランティアサークルに
加入してガイド活動を実践していただきます。
お申し込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話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】Ｂ&Ｇスポーツアドベンチャー教室

【報告】ぼくもわたしも英語にチャレンジ

夏休み期間中、プールや海、川などの水辺でいっぱい遊んだかな？
今回は過去に宮城国体やインターハイ会場にも使われた「鳴瀬川カヌーレーシング競技場」を舞台に、
カヌー教室を開催します。また、大衡村にある「万葉クリエートパーク」を会場に、アスレチック体験
や人工芝ソリ滑り体験を行う豪華３本立てです！！
夏休みいっぱい外で活動したキミも、遊び足りないキミも、自然を生かしたスポーツを満喫しよう！
・開催日時／平成２９年９月１６日（土）午前８時３０分から
・場
所／①加美町中新田Ｂ＆Ｇ海洋センター（鳴瀬川カヌーレーシング競技場）（加美町）
②万葉クリエートパーク（大衡村）
・集
合／蔵王町 B&G 海洋センター 午前８時２５分まで集合
・内
容／①カヌー＆ドラゴンカヌー体験、水辺の安全教室
②アスレチック体験、人工芝ソリ滑りなど
・対 象 者／町内小学３年生～６年生
・定 員／先着２０名まで
・参 加 費／１人 １,０００円（体験料、保険代等）※当日徴収します。
・申込期限／平成２９年９月６日（水）まで
お申し込み・お問い合わせ／蔵王町スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
電話 0224－33－3388
FAX 0224－33－2552

【報告】学校支援「歴史出前講座」
円田小学校６年生社会科では歴史の授業に沿って「歴史出前講座」を行
っております。第３回目の７月１３日(木)は学校を出ての活動となりまし
た。蔵王町役場裏の鞘堂山遺跡では実際に縄文土器の採集体験をし、円田
の古峯神社古墳・夕向原古墳、小村崎の兵糧館跡では、地形の見学や説明
を行いながら教科書の内容と蔵王町の歴史を関連付けた講話を行いまし
た。児童達は歴史への興味関心を持ち熱心に話を聞いていました。古墳や
城館跡は地域の方々が草刈りをして下さっており、たいへん学習しやすい
環境でした。地域の方々に感謝いたします。

【報告】平成２９年度インリーダ―合宿研修会
８月１日（火）から２日（水）にかけ、宮城県志津川自
然の家にて小学校４～６年生を対象としたインリーダー合
宿研修会が開催されました。
本研修会は、町内小学生の相互交流とリーダーとしての
資質向上を目的としており、本年度は１３名が参加し、い
かだあそびやシーカヤック体験などの海浜活動を中心とし
たプログラムを行いました。また、子ども会活動を中心に
活躍している中高生の「ジュニア・リーダー」４名もスタ
ッフとして参加し、活動を盛り上げてくれました。
友だちと楽しく海浜活動を行ったインリーダー、スタッ
フとして運営をサポートしてくれたジュニア・リーダーと
もに２日間の合宿を終え、初日よりもたくましい姿となり
ました。合宿に参加したみなさんの、これからの活躍が期
待されます！

【報告】公民館講座「チャレンジキッズ第１弾

～「サマースクール」～

これからの子どもたちに英語は待ったなしでやってきます。算数や国
語と同様にさけて通れない時代です。７月下旬に行った「サマースク
ール」では、より実践に役立つようにと模擬店や模擬レストランで簡
単な英会話を学習しました。４人の外国人を相手に生きた英語学習を
体験することが「サマースクール」のねらいです。「カップ寿司」を
作ったり、英語での自己紹介もしたりしました。「英語に慣れること、
英語を声に出して話してみること」が英語学習では非常に大切です。
必ずやってくる英語教育です。蔵王町で行っている「サマースクー
ル」は英語教育を先取りしていると言えます。算数の勉強をしなくて
【英語でレストラン】
もいいという保護者はいないと思います。英語についても同様の考え 店員になって注文を聞いています
で対応する時代になってきています。来年も開催しますので多くの小学
生が参加することを期待しています。

マナーを守ってございんホールと海洋センターをご利用ください！
夏休みに入り、ございんホールでは宿題や読書、海洋センターではプールで施設を利用する子どもが
増えています。しかし、他の利用者が迷惑に感じる行為が見受けられます。みんながいつでも施設を気
持ちよく使えるためには、マナーを守る必要があります。公共施設はみんなの施設です。もう一度、施
設利用のマナーについて確認してみましょう。

ごみをかたづけない
まま帰っちゃったよ～

ロビーや廊下を走り
まわっているよ～

以前
このような
悲しい出来事が
ありました
玄関にくつを
ぬぎっぱなしだよ～

帰宅時間を守って
いないよ～

≪そのほか約束していただきたいこと≫
■貴重品（携帯電話、ゲーム機、お金等）は、きちんと管理し、置きっぱなしにしないでね。
※丌特定多数の人が出入りする施設です。自己管理を徹底しましょう。
■ございんホールや海洋センターでは、携帯電話やゲーム機の充電はできません。
■「どこに行き、何時に帰るか」をお家の人にきちんと話してね。
■机やいすなど施設のものを汚したり、傷つけたりしてはいけません。
■使った後は整理整頓しましょう。

第５回

科学実験と工作の部屋」

８月１日（火）ふるさと文化会館第１・２研修室にて『チャレンジキッズ
第１弾 科学実験と工作の部屋』を開催しました。今回は３種類の実験を行
い、浮きを入れたペットボトルをへこませると中の浮きが沈んだり、磁石を
つかって紙の蝶々の羽根を動かしたり、牛乳パックとプラスチック板で即席
拡大鏡をつくりました。講師の指導を受けながら、参加者は真剣に取り組ん
でいました。
１１月には茶道教室の開催を予定していますので、小学生の皆さんの参加
をお待ちしております。

ございんゆるコラム「子育てサポーター」

毎日暑い日が続いていますがみなさん体調はいかがですか？熱中症には十分注意してくださいね。
さて、先月私は「子育てサポーター養成講座」を受講してきました。今年度は蔵王町から７名の方が
修了証をいただいたんですよ！すごいですね～♪
蔵王町では平成 27 年に設立した子育てサポーターチーム「すまいるハート」
が活動しています。養成講座で修得した知識や自身の子育て経験を生かしながら、
ママのための講座や行事で託児をしたり、親がリフレッシュできる企画を考えた
りと、楽しみながら自身のできる範囲で子育て中の親の笑顔や元気を支えるお手
伝いをしています。男性サポーターも活躍しているんですよ‼ 私にもお手伝いが
できるかな（*^_^*）
「子育てサポーター」に興味がある方は生涯学習課(33－2018)まで連絡ください。見学もできます♪
お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
平成２９年８月１５日発行
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