【開催】三遊亭円楽杯 ゲートボール交流大会＆落語の集い

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

星を巡る，絵画への旅」

蔵王町出身の巨大水彩画家、加川広重さんの作品を中心に開催する「加川広重アートプロジェクト」。
今年度は「星を巡る，絵画への旅」と題し、縦５．４メートル、高さ１６．５メートルの巨大水彩画
「星団の誕生」と「全天星座図」を、多目的ホールでライトアップ展示いたします。
昨年大好評であった巨大絵画を描くワークショップを今年も開催するほか、今年度から始まった絵画
コンクールの応募作品が一挙展示されます。
今年度から開催するイベント「絵画への旅、星空への旅」では、巨大
絵画を作者と鑑賞した後、えぼしリゾートにて本物の星空を星空ガイド
と一緒に鑑賞します。
会期中の土日祝日に開催されるコンサートでは、蔵王町在住のシンガ
ーソングライターの幹 miki さんを始め、様々なジャンルのアーティスト
が星空にちなんだ曲を演奏します。
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。
昨年度の様子
・日
時／１０月１日（土）～１０月１０日（月・祝）
午前１０時から午後５時まで ※１０月２日のみ休館となります。
・会
場／ふるさと文化会館 多目的ホールほか ・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／生涯学習課 ３３－２０１８
えぼしリゾート
≪イベントスケジュール≫ ※ワークショップ、「絵画への旅、星空への旅」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

内容

ワークショップ

10/１(日)

1３:00～

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。

「絵画への旅、星空
への旅」

１０/７(土)
１０/８(日)

17:30～
21:00

加川広重氏
トークイベント

９/３０(土)
１０/７(土)
10/８(日)
10/９(月)

13:00～
13:00～
13:00～
13:30～

９/３０(土)

14:00～

クラシックギタリスト：吉田修
「星に願いを」
「エレストリータ」ほか

１０/１(日)

11:00～

ソプラノ：髙木美江 テノール：我妻健太ピアノ：可沼美沙
「歌に生き、愛に生き」
「星は光りぬ」ほか

10/7(土)

14:00～

ヴォーカル・ピアノ 幹 miki パーカッション Miuji
「ハレル夜」
「ともに歩こう」ほか

14:00～

クリスタルボウル演奏：遠藤園子

絵画展コンサート
10/８(日)
14:45～
10/９(月)

14:00～

巨大絵画を、作者と星空ガイドの解説の元鑑賞後、えぼしリゾ
ートにバスで移動し、えぼしリゾートの「星空さんぽ」に参加
し星空観賞。（雨天中止）
参加費２，２００円（絵画展入場料、星空さんぽ参加費込み）
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。

作曲・ピアノ：髙橋侑子 ソプラノ：樋口由希
テノール：我妻健太 新曲初演ほか
つくしの会児童合唱団
指揮：細渕誠一 ピアノ：玉木こずえ
「星めぐりの歌」
「銀河鉄道９９９」ほか

１０月１２日（木）と１３日（金）の２日間、「三遊亭円楽杯ゲートボール交流大会」を開催いたし
ます。三遊亭円楽師匠も選手として参加しますので、町民の皆さまもぜひ応援にいらしてください。ま
た、１０月１２日（木）には三遊亭一門による「落語の集い」（落語・漫才等）を開催いたします。ゲ
ートボール交流大会出場者に優先発売していますが、９月８日（金）から一般発売を行っています。席
数に限りがありますのでお早めにお買い求めください。
◆ゲートボール交流大会
・日 に ち／１０月１２日（木）～１３日（金）
・会
場／蔵王町総合運動公園（楽天イーグルス蔵王球場）
◆落語の集い
・日
時／１０月１２日（木）
午後４時３０分開演（午後４時開場）
・会
場／ふるさと文化会館（ございんホール）
・入 場 料／全席自由１,５００円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
・チケット購入方法／ふるさと文化会館窓口で発売（午前８時３０分～午後５時）
※完売次第終了となります。
・お問い合せ／ゲートボール交流大会：スポーツ振興課 ３３－３３８８
落語の集い：生涯学習課 ３３－２０１８

【告知】第４１回 蔵王町文化祭

出展作品募集

第４１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。
皆様が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？
・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
・お申込み／１０月１８日（水）まで、ふるさと文化会館へお申込みください。
※展示作品募集要項をご覧のうえ、所定の申込書をご記入頂きます。
・お問い合わせ／生涯学習課 ３３－２０１８
【第４１回蔵王町文化祭 ～みちのく蔵王町文化の伝承と創造～】
・期
日／１１月４日（土）～５日（日）
・時
間／４日 午前９時～午後６時
５日 午前９時～午後３時
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・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４１回 蔵王町文化祭実行委員会

【開催】日本漢字検定能力検定協会「漢検」を蔵王町で実施します！
昨年度まで蔵王町独自の漢字検定を行ってきましたが、日本漢字能力検定を受験してみたいとの声が
数多く寄せられました。そこで今年度は、蔵王町の漢字検定を休止し「漢検」を実施することにしまし
た。この漢検は権威があり大変人気のある検定です。小中学生はもちろん町内外を問わず一般の方々も
ぜひご参加ください。
・日
時／１月２７日（土）午前中
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
・実施要項及び申込書／１０月からふるさと文化会館窓口で配布します。
・申込期間／１１月１日（水）～１２月１２日（火）
・申込場所／蔵王町ふるさと文化会館（集約して一括申込みをします）
※検定結果も一括して郵送されてきますので受け取りに来ていただくことになります。
◎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／９月２４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】ＳＩＲＯ－Ａ ＥＸＴＲＥＭＥ ＬＩＶＥ ＶＯＬ.２
９月９日（土）蔵王町ふるさと文化会館多目的ホールにて『SIRO-A
EXTREME LIVE VOL.2』を開催し、３３０名のお客様にご来場いた
だきました。
大型スクリーンに映し出された映像と、キレのあるダンス、テクノ
サウンドが一体となった迫力のある演技に歓声があがっていました。
このほか、開演前に行われた撮影会での写真が演技の中で使われたり、
世界的ヒットとなったピコ太郎の『PPAP』を会場の皆さんの声をミッ
クスして作るなど、お客様も演技に参加して楽しんでもらえたようで
す。

【報告】学校訪問音楽アウトリーチ
９月１３日（水）から１４日（木）にかけて、町内のすべての小
学校を対象にした音楽アウトリーチを開催しました。音楽アウトリ
ーチとは、演奏を聞くだけではなく音楽の魅力、楽器の仕組み、楽
しさを伝え、音楽を身近に感じてもらう活動です。今年は金管五重
奏 Buzz Five（バズファイブ）を招いて演奏していただきました。
子どもたちは普段見ることの尐ないホルンやトロンボーンの演奏に
すぐに引きこまれ、集中して鑑賞していました。平成３０年１月２
８日（日）にふるさと文化会館で Buzz Five とピアニスト中川賢一
氏のコンサートを予定しておりますので、ぜひご来場ください。

【報告】平成２９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、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っていただきました。見事塩沢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・小村崎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／８月１８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）塩沢区（Ｈ３０～３２年度モデル地区に指定）
努 力 賞（３団体）円田中区 北境区 沢内区
モデル地区（３団体） 向 山 区（Ｈ２７～２９モデル地区）
東 根 区（Ｈ２８～３０モデル地区）
小村崎区（Ｈ２９～３１モデル地区）

【告知】宮中学校のグラウンド・体育館の開放をはじめます
１０月２日（月）から、宮中学校のグラウンドと体育館を、あらかじめ体育施
設利用登録した団体に対して開放します。バレー、バスケットボール、野球・・・
の練習や試合などで利用できます。
受付窓口／宮地区公民館 電話 ３２－２３１１
お問合せ／スポーツ振興課（海洋センター内）電話 ３３－３３８８

【募集】成人式実行委員募集
平成３０年１月７日（日）に開催される成人式の実行委員を募集します。実行委員は成人式まで運営
の内容の話し合いのほか、成人証、記念品の受贈、司会進行、誓いの言葉の宣言等を行います。懐かし
い友人や親しい仲間と、思い出に残る成人式を企画してみませんか？
対 象 者／平成９年４月２日から平成１０年４月１日の間に生まれた町内に
住んでいる方および町出身者で、月１回程度ふるさと文化会館で
開催される実行委員に参加できる方
募集人数／１０名程度
申込期限／１０月１７日（火）まで
お申込み・お問合せ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【お知らせ】地域学校協働活動事業
地域にお住いの方々や企業、機関と学校が相互協力を図る「地域学校協働活動」が各地で推進されて
おり、蔵王町でも生涯学習課の地域コーディネーター２名のもと、様々な活動が行われています。
先日は環境政策課ジオパーク推進室の方を講師に迎え「流れる水のはたらき」というテーマのもと、
永野小学校、平沢小学校の５年生を対象に事業が開催されました。本事業は蔵王町の松川ができる場所
をスタートに、白石川と合流し、最後には阿武隈川となり
海へと流れ着く亘理町まで流れを追いかけ、その行程を教
材とする学習です。特に近年、児童生徒にとって水辺は危
険な場所という認識が強くなり、そういった場所で遊ぶ姿
を見かけることはあまりありません。しかし、水がもたら
す様々な恩恵を学ぶことは、とても大切なことです。この
ような安全に配慮された環境で、学習できることも当事業
のメリットです。
地域学校協働活動事業についての情報は生涯学習課まで
お問い合わせください。
・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【報告】中学生職場体験
９月６日（水）から８日（金）までの３日間、円田中学校２年生小
島ひよりさん、小島瑶生さんがふるさと文化会館へ職場体験に来てく
れました。チラシの印刷・仕分け、チケットの作成、掲示物の作成な
どの仕事を一生懸命取り組んでいました。実際仕事をしてみて「細か
い作業がとても多くあって大変でした」
「失敗しないように慎重に作業
を行いました」と感想をもらいました。今回の体験が学校生活や将来
に役立ってもらえれば幸いです。３日間お仕事お疲れ様でした。あり
がとうございました！
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２９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

