生涯学習だより

201７年（平成２９年）
１０月 Vol．１９５

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４１回 蔵王町文化祭～みちのく蔵王町文化の伝承と創造～
第４１回となる蔵王町文化祭を開催いたします。町文化協会の会員や町民の皆さんが丹精込めて
作り上げた作品を、ぜひご覧ください。
・日
時／１１月４日（土）午前９時～午後６時（開会式 午前９時～）
ii５日（日）午前９時～午後３時
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・内
容／町文化協会会員、町民の皆さんの作品展示
【同日開催】１１月４日（土）第３６回蔵王町民謡舞踊発表会
午前１０時～午後３時
ii１１月５日（日）第１３回蔵王ふるさとファンタジー 午前１０時～午後２時
・入 場 料／無料

【開催】公民館講座「英会話教室（秋季教室）」
英語を母国語にしている（ネイティブスピーカー）先生と一緒に、楽しく英語を学びましょう。
講師は蔵王町内の学校で子どもたちを教えているイギリス人のスチュアート先生と、オーストラリ
ア人のニコラス先生です。英語と一緒に、外国の文化も体験しましょう。
・講
師／スチュアート・サンダース Stuart Saunders 先生（イギリス人）
ニコラス・フーパー Nicholas Hooper 先生（オーストラリア人）
・開催日時／初級コース…講師＝スチュアート先生
①１１月１１日（土）午後 2 時～午後 3 時 30 分
②
１４日（火）午後 7 時～午後 8 時 30 分
③
１５日（水）午後 7 時～午後 8 時 30 分
④
１６日（木）午後 7 時～午後 8 時 30 分
⑤
１７日（金）午後 7 時～午後 8 時 30 分
中級コース…講師＝ニコラス先生
①１２月２日（土）午後 2 時～午後 3 時 30 分
②
５日（火）午後 7 時～午後 8 時 30 分
③
６日（水）午後 7 時～午後 8 時 30 分
英会話教室（春季）の様子
④
７日（木）午後 7 時～午後 8 時 30 分
⑤
８日（金）午後 7 時～午後 8 時 30 分
・会
場／ふるさと文化会館 研修室
・対
象／町内在住、または通勤・通学されている方
・参 加 費／各コース２，５００円（５００円×５回）高校生以下無料
単発受講要相談、出来るだけ全５回の出席をお願いいたします
・持 ち 物／筆記用具
・定
員／初級、中級コース各１５名
（初級、中級の両方を受講いただくことで、英会話の基礎をしっかりと学ぶことができます）
・お申込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【お知らせ】週末ございん寺子屋
都合により１０月２１日（土）に予定していた学習会は中止とさせていただきます。
今後は１１月１１日、１８日、１２月２日、９日の各土曜日午前９時００分～正午までふるさと
文化会館第３研修室にて開設しますので、ぜひご参加ください。自主学習なので自分のペースで勉
強ができ、分からない部分を教えてくれる先生も待機しています。
・お申込み・お問い合わせ／教育総務課 電話３３－３００８

【開催】 第３回リフレッシュ♪ＭａｍａＣａｆｅ“ミニ運動会と読み聞かせ”
毎日忙しく仕事や家事、子育てを頑張っているママのみなさん、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？
今回の活動はミニ運動会と読み聞かせです。冬にむけて寒さも厳しくなっていくこの時期・・・
ママもお子さんも一緒に運動して温まりましょう！赤ちゃんが一緒でも子育てサポーター「すまい
るハート」のメンバーがお預かりしますので大丈夫ですよ。運動会のあとは紙芝居や絵本の読み聞
かせもあります。みなさんで楽しいひとときを過ごしましょう♪
・日
時／１１月３０日（木）午前１０時～正午
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 多目的ホール、和室
・内
容／ミニ運動会と読み聞かせ
・対
象／子育て中のママとお子さん
・参 加 費／無料
今年も
・募集人数／親子２０組
ざおうさまが来るよ♪
・申込期限／１１月１７日（金）
昨年のミニ運動会の様子
・持ちもの／運動しやすい服装、靴でお越しください。
お子さんの飲み物、ほかお子さんに必要なものをご用意ください。
・そ の 他／お申し込みの際に、お子さんのお名前・年齢もお伝えください。
・お申込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【開催】公民館講座「ハーブの世界」
ココロとカラダが癒される、ハーブを楽しむ講座を開催いたします。基礎講座とハーブクラフト
をセットで行い、１，２回目は素敵なハーブクラフトをお持ち帰りできます。３回目はハーブ生産
者お勧めの新鮮なハーブティとお菓子をいただきます。
・日
時／１１月１５日、２２日、２９日（水）午後７時～午後８時３０分頃まで
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 第１会議室、調理室
・内
容／第１回 ハーブはなぜ体にいいの？
リップバーム、ハーブチンキ作り
第２回 ハーブを生活に取り入れる ハーブのアイピロー作り
第３回 ハーブはどうやって作られるの？
新鮮なハーブティとハーブを使ったお菓子
・講
師／AEAJ アロマテラピーインストラクター
かんの

りょうこ

日本フィトセラピー協会認定フィトセラピーアドバイザー 菅野 享子 先生
ひらま

たくや

株式会社蔵王ハーブ代表取締役 平間 拓也 先生
・対
象／町内にお住まいの成人女性 １０名
・参 加 費／①、②１,３００円 ③５００円（材料費込）
・持ちもの／筆記用具、エプロン
・申込期限／１１月７日（火）※定員になり次第締め切らせていただきます。
・お申込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【報告】秋のクリーン蔵王町デー
≪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、
９月２４日（日）に秋の「クリーン蔵王町デー」が開催されました。
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さまでした。今回は、㈱ホクエツ宮城蔵王工
場の有志の皆様にも社会貢献の一環として清掃に参加していただきま
した。ありがとうございました。
◎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】 加川広重アートプロジェクト「星を巡る，絵画への旅」開催しました
９月３０日から１０月９日まで行った本事業では、コラボレーションコンサートや巨大絵画を描
くワークショップなど、様々なイベントを開催しました。期間中は多くのお客様が来場され、美し
くライトアップされた星空の巨大絵画に感動していました。また、ワークショップでは子どもから
大人まで、世代を超えた参加者が、伸び伸びと制作を楽しみ、すばらしい作品が完成しました。作
品は今後一年間ございんホールロビーに展示されます。また「絵画コンクール」では１００枚近い
応募があり、渡邊翔さんの『ぼくの想像の世界』と樽見希風さんの『私の大切な風景「刈田嶺神社」』
が最優秀賞に選ばれました。おめでとうございます。
加川広重アートプロジェクト絵画コンクール入賞者
学 年
作 品 名
最優秀賞 ぼくの想像の世界
優秀賞
ひまわり
小学校１～３年生の部
優秀賞
うちゅうにとびたつしんかんせん
優秀賞
クラゲのダンス
最優秀賞 私の大切な風景「刈田嶺神社」
優秀賞
石をさがすぼく
特別賞
ひまわり畑
小学校４～６年生の部
特別賞
私の大切な風景「刈田嶺神社」
特別賞
私の大切な風景「刈田嶺神社」
特別賞
私の大切な風景「刈田嶺神社」
優秀賞
土星
中学生の部
優秀賞
～絵の中の世界は無重力～絵の中の絵
優秀賞
龍のめざめ

氏 名
渡邊
翔
小嶋 椎奈
佐藤 陽真
工藤日向子
樽見 希風
長谷川幸紀
佐藤 光流
日下 乙希
佐藤 希優
佐藤 大志
鈴木 凌央
佐藤
凛
北岡 大空

【開催】 ☆参加者募集中☆第４１回蔵王町子ども会大会「秋の蔵王探検隊！」
毎年、町内子ども会会員の交流のため開催される、蔵王町子ども会大会。本年度は、宮城県蔵王
野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」を利用し、紅く染まる蔵王でハイキングを行います。
ハイキングのあとは、ガイドによる施設見学やおみやげ作りなども行い、大満足の一日になること
間違いなし！みなさんお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください♪
・日
時／１１月３日（金・祝）午前９時から午後３時
・会
場／蔵王野鳥の森自然観察センター（ことりはうす）
・対
象／どなたでも（子ども会会員でなくても参加可能です。）
・参 加 費／無料
・内
容／ハイキング、ことりはうす館内見学、クラフト制作（ことりのマグネット）
・持ちもの／□長袖長ズボン □下着 □帽子 □軍手 □昼食 □タオル
□登山靴または履きなれた靴 □上着とズボンが分かれているカッパ
□飲み水 □行動食（おやつ）
・申込期限／１０月２７日（金）
・お申込み・お問い合わせ／生涯学習課 電話３３-２０１８
※町内各地区公民館にチラシがございますので、ぜひご覧ください。

【報告】第２回リフレッシュ♪ＭａｍａＣａｆｅ“和菓子づくり教室”
９月２９日（金）、今年度２回目のＭａｍａＣａｆｅを開催しました。
今回は宮区の玉浦屋五代目 布田善寛さんを講師に招き、和菓子づく
りを体験しました。参加者は２人１組となり、葛を使用した“みるく
葛ぷりん”づくりに取り組みました。和菓子づくりは初めてという方
も多かったようですが、講師の指導のもと、みなさんとてもおいしそ
うに仕上げていました。
なお、参加者の活動中、未就学のお子さんは蔵王町子育てサポーターチーム「すまいるハート」
のみなさんが別室でお預かりしています。和菓子づくりのあとは、すまいるハートのメンバーもま
じえてお茶会を行い、和やかなリフレッシュタイムとなりました。

【報告】家庭教育支援講座

「ぼくの想像の世界」

私の大切な風景「刈田嶺神社」

各小学校での就学時健診の際に、保護者の方に向けた家庭教育支
援講座を実施しました。永野・宮小学校では教育委員会職員より、
新入学に向けての心構えや子どもとの関わり方についてのお話をさ
せていただきました。円田・平沢・遠刈田小学校では蔵王町子育て
サポーターチーム「すまいるハート」を進行役にグループワークを
行いました。子育ての先輩でもある子育てサポーターと一緒に、子
育て中の悩みや子育てをしていて嬉しかったことなどについて話し
合い、情報を共有し合いました。

ワークショップの様子

【報告】学校支援「ＥＭ発酵液作り」
町内の小学校では蔵王町環境を良くする会の方々を中心に、婦人会、母親クラブと連携し、春と
秋にＥＭ発酵液をつくる活動を行っております。EM とは、自然界に存在する有益な発酵微生物（乳
酸菌、酵母、光合成細菌など）を組み合わせ、人間の生活や環境に役立つように開発された「多目
的微生物資材」のことで、これをプールに投入することでヘドロやぬめりが軽減され、とても掃除
がしやすくなります。ＥＭ発酵液作りの活動は、子どもたちが環境について考える機会のひとつに
もなっています。
秋の活動はこれまで永野小、
宮小、円田小、遠刈田小が終
わり、10 月末に平沢小が行
う予定です。

【報告】白石刈田地区中体連新人大会結果
白石刈田地区中体連新人大会において優秀な成績を収められた部活動を紹介します。
これからますます練習を積み重ね、今後も活躍されることを期待しております。
優

勝

準優勝

円田中学校野球部、円田中学校男子バレーボール部、宮中学校女子バレーボール部
宮中学校男子バレーボール部、円田・遠刈田中学校女子バレーボール部
遠刈田中学校男子バスケットボール部、円田中学校女子卓球団体
円田中学校女子卓球シングルス 遠山 久玲彩さん

問い合わせ／蔵王町ふるさと文化会館
平成２９年１０月１３日発行

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

