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検索

【募集】コンサートでビリーヴを歌いましょう！合唱団員募集！！
１月２８日（日）に開催される「家族で楽しむ新春コンサート」では、昨年アウトリーチで小学
校を訪問したピアニストの中川賢一さんと今年９月に小学校を訪問した金管五重奏団の Buzz Five
が共演します。このコンサートで町内小学生から参加者を募り、合唱曲「ビリーヴ」を演奏する事
となりました。アウトリーチで演奏を披露してくださったプロの演奏家と共演できるチャンスです。
この機会に、一緒にビリーヴを歌いませんか？
・対象者／蔵王町内の小学生
・コンサート開催日時／１月２８日（日） 午後３時開演（午後２時３０分開場）
・合唱団練習日／１月２０日（土）、２７日（土） 両日とも午後３時～午後４時まで
※原則２回の練習にご参加ください。練習と出演は町の合唱団「歌おう会」との合同となります。
・合唱指導／髙木美江（ソプラノ 蔵王歌おう会指導者）
iii 我妻健太（テノール 生涯学習課職員）
・参加費／無料
・お申込み期限／１月１９日（金）まで
・お申込み・お問合せ／蔵王町生涯学習課 電話：３３－２０１８

【開催】第１回蔵王町算数・数学検定
小学生から一般を対象とした「算数・数学検定」を行います。教科書を参考に学年毎に問題を作
成しました。100 点満点の検定で合格者には認定証を贈ります。
小・中学生は今年学習したことの理解度を判定する材料に、一般の方は昔を思いだし頭の体操に
最適と思っています。蔵王町独自の問題による検定です。楽しみながら参加してみませんか。
・開催日時／２月１８日（日） 午前１０時から
・検定の級／小学１年生から中学３年生までの各学年内容を準備しました。
・検 定 料／３００円
・お申込み期日／１月４日（木）～２月６日（火）
・お申込み／各小中学校、ふるさと文化会館
・お問合せ／蔵王町教育総務課
学び支援担当 髙橋 電話：３３－３００８
日本漢字検定のお申込みのお知らせ
１２月１２日（火）で締め切りましたが、小学生から大人まで５０名近くの方々にお申込み
いただきました。検定は１月２７日（土）に行われます。

【周知】「冬季ございん寺子屋」開設のお知らせ
小・中学生の学習の支援を目的に、今年も「ございんホール」を会場に以下のとおり開設いたし
ます。指導者が待機していますので、わからないところはアドバイスを受けられます。部屋を暖か
くして児童の皆さんをお待ちしています。
・開設日時／１２月２３日（土）、２５日（月）、２６日（火）、２７日（水）
ii１月 ４日（木）、 ５日（金） 午前９時から正午まで
・場 所／ふるさと文化会館 パソコン室
・持ち物／各自の学習するもの、筆記用具
・その他／高校入試過去問や問題プリントを用意しています。
・お問合せ／蔵王町教育総務課 学び支援担当 髙橋 電話：３３－３００８

【開催】第２回Ｂ＆Ｇスポーツアドベンチャー教室
回今回のテーマは「ナイタースキー＆スノーボード体験」！ 普段なかなか行くことの出来ないナイ
ターゲレンデを滑走し、いつもと一味違う環境でスキー＆スノーボードを体験してみよう！また、
当日は『えぼし雪上花火大会』が開催され花火を見ながら滑走出来ます！年に一度のこのチャンス、
ゲレンデに足を運ぼう！
・開 催 日／１月２０日（土）
・場 所／みやぎ蔵王えぼしリゾート（えぼしスキー場）
・集
合／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 午後４時３０分集合
・内
容／ナイタースキー＆スノーボード体験、雪上花火観賞
・対 象 者／町内小学４年生～中学２年生 ※スキー及びスノーボード経験者（自由滑走可能者）
・定
員／２０名程度
・参 加 費／１人 ５００円（講師代、保険料等）※当日集金いたします。
・そ の 他／リフト券や用具レンタル代は自己負担でお願いします。
・お申込み期限／１月１０日（水）まで
・お申込み／蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター）
電話：３３－３３８８ ＦＡＸ：３３－２５５２

【開催】Ｂ＆Ｇスキー教室（成人向け）
回今まで以上に格好よく滑りたい方はもちろん、初めてスキーをする方も大歓迎！！優しいコーチ
が上達のポイントを楽しく教えてくれます♪皆さんの参加をお待ちしております。
・開催日時／１月２１日、２８日、２月４日（日曜日）計３回 午前９時から正午まで
・場
所／みやぎ蔵王えぼしリゾート（えぼしスキー場）
高原無料休憩所 現地集合・現地解散
・募集人数／先着２０名（１８歳以上の町民または町内勤務者）
・参 加 費／１回１,０００円（講師代・保険料等）
※参加費は教室実施日にその都度集金いたします。
・そ の 他／リフト券や用具レンタル代は自己負担でお願いします。
・お申込み期限／１月１４日（日）まで
・お申込み／蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター）
電話：３３－３３８８ ＦＡＸ：３３－２５５２

【周知】年末年始の休館について
下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
ふるさと文化会館
図書館
文化会館屋外トイレ
開館時間
利用時間
休館日
12 月 28 日（木）
午前８時３０分
午前８時３０分
（館内整理日）
～午後５時１５分
～午後５時１５分
12 月 29 日（金）
年末年始休館
～1 月３日（水）
※２７日（水）・２８日（木）に、ふるさと文化会館で大掃除をします。利用される皆さまにはご迷
惑をおかけしますがご了承ください。１月４日（木）からは上記施設は通常どおりの開館時間とな
ります。なお、上記期間中、ふるさと文化会館駐車場は門扉を閉めませんので、仙台行き高速バス
利用時の駐車場等としてご利用いただけます。
寒さも尐しずつ厳しくなり本格的な冬の訪れを感じられる時期となりましたね。今年もあっとい
う間に過ぎてしまい最後の月となりました。クリスマスにお正月と楽しみがいっぱいの１２月です
がお出かけや親戚の人に会う機会も増えてきますね。そんな時こそ家庭教育のチャンスではないで
しょうか☆お礼や挨拶はきちんと言えるかな？人の集まるお正月は人とのコミュニケーションを図
る力も養えます。大人がお手本となるような楽しい年末年始を送りましょう♪
◎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】公民館講座「リフレッシュ♪ＭａｍａＣａｆｅ」
回
１１月３０日（木）、今年度３回目となるＭａｍａＣａｆｅを
開催しました。
今回は親子１６組の参加があり、みんなで一緒にミニ運動会
で体を動かしました。運動会にはざおうさまも応援にかけつけ、
子どもたちに大人気でした。
また、運動会のあとは、子育てサポーターの方々に絵本や紙
芝居を読んでいただき、子どもたちは楽しそうに聴いていまし
た。

【報告】公民館講座「ハーブの世界」
１１月１５日から毎週水曜日に３回にわたり、公民館講座「ハ
ーブの世界」を開催しました。１、２回目はアロマテラピーイン
ストラクターの菅野享子先生の指導で、ハーブを使ったリップバ
ームやアイピローを作り、ハーブの効能を学びました。３回目は、
蔵王町内でハーブを栽培している株式会社ざおうハーブの平間
拓也先生から、ハーブの品種や栽培方法を生産者の視点からお話
いただきました。参加者はハーブに親しみリラックスすると同時
に、蔵王の産業の一つであるハーブについて、理解を深めたよう
でした。

【報告】みやぎふるさとＣＭ大賞
１２月１日（金）、イズミティ２１にて、みやぎふるさとＣＭ大
賞発表審査会が開催されました。蔵王町からは、青年会が「産業
まつり」をテーマにしたＣＭを出展しました。惜しくも賞は逃し
てしまいましたが、わずか３０秒間のＣＭに産業まつりのもりだ
くさんな内容を詰め、魅力あふれる作品となりました。
なお、年明けの１月３日（水）午後３時５０分（予定）放送の
東日本放送「みやぎふるさとＣＭ大賞」にて、本作品が放映され
ますのでぜひご覧ください！

【報告】第４１回蔵王町子ども会大会
本年度は「紅葉の蔵王をハイキング！」テーマに、１１月
３日（金・祝）宮城蔵王野鳥の森自然観察センター（ことり
はうす）にて開催されました。宮城蔵王ガイド協会の深堀孝
さんを講師に招き、参加者３２名が紅葉に染まる蔵王の山を
歩いたのち、ハンドクラフトで小鳥のマグネットを作成しま
した。当日は天候にも恵まれ、気持ちよく活動することもで
きました。子どもたちは美しい紅葉や、かわいい小鳥に興味
津々で活動を行っていました。保護者からは「近くにこんな
にいい施設があったんだ！」という声が聞かれ、地域の良さ
を再確認する機会にもなりました。

【周知】冬休みです！マナーを守ってございんホールに遊びに来てね♪
子ども達にとって待望の冬休みがやってきます。寒さ厳しいこの時期、ございんホールの室内で
過ごす子どもたちも大勢おります。公共施設でのルールやマナ―をもう一度確認し、楽しい冬休み
になるよう家庭でも話し合ってみてください。

【報告】宮小学校「米プロジェクト」
宮小学校４学年の総合的な学習の時間の一環として、田植え、稲刈り、収穫を体験する「米プロ
ジェクト」を６～１１月に行いました。
第１弾は宮小学校プール北側田んぼにて「ササニシキ」の田植えを行いました。講師の先生から
苗の取り方や植え方を指導していただいた後、子どもたちは悪戦苦闘しながら作業を行いました。
第２弾の稲刈り当日は穏やかな天候でしたが、秋の長雨の影響で田んぼは田植え期のような状態
に…。そのような中、子ども達たちは田植えをしたときよりもさらに泥だらけなりながら穂を刈り
取り、麻ひもで束ね、乾燥させるために杭にくくりつけました。
そして収穫祭「ＫＯＭＥ米パーティー」では、収
穫したお米を自分の手で握っておにぎりを作りまし
た。自分の好きな具を入れたおにぎり、豚汁を食べ
た子どもたちは自然と笑顔になりました。
６月から実施したお米作り。田植え、稲刈り、収
穫祭を通して、お米の成長過程や育てる苦労を学ん
だ子どもたちは食べ物の大切さを改めて感じたので
はないでしょうか。これからも様々な経験を通して、
食べ物のありがたさや感謝の気持ちを持てる子ども
たちに育ってくれたらと願っております。

読書感想文コンクール入賞おめでとうございます
最優秀賞
【小学校低学年の部】『タマゾン川 多摩川でいのちを考える 』加藤賢太郎（宮小２年）
【小学校中学年の部】『セロひきのゴーシュ』黒澤希望（遠刈田小４年）
【小学校高学年の部】『ファーブル昆虫記（Ⅰ）ふしぎなスカラベ』熊澤寛二（遠刈田小５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
岩佐

【中学年の部】

【高学年の部】

優秀賞

優秀賞

優秀賞

萌花（円小１年）

平間

彩夢（永小３年）

佐藤

工藤日向子（円小２年）

山口

葵 （永小４年）

木村京士朗（遠小６年）

森
大沼

【中学生の部】

千夏（円小５年）

佐久間

稜（宮中１年）

熊澤康太郎（遠中１年）

梨亜徠（宮小２年）
杏奈（遠小２年） 優良賞

優良賞

優良賞

優良賞

小島琉綺亜（永小３年）

齋藤

有咲（宮小５年）

佐藤

颯太（円中２年）

村上香里奈（円小２年）

山家

一花（永小４年）

北沢

侑莉（円小６年）

佐藤

真瑚（宮中３年）

日下

美空（宮小２年）

佐藤

理花（遠小３年）

佐藤

涼太（永小６年）

東海林

大本

陽琉（遠小１年）
努力賞

努力賞
努力賞

夢（遠中３年）

努力賞

我妻

稟心（円小３年）

蘇武

陽和（遠小５年）

村上

由依（円中１年）

小嶋

椎奈（円小１年）

芦立

哩旺（円小４年）

佐藤

夢徠（円小６年）

佐藤

実梨（宮中２年）

遠藤

美空（円小２年）

佐藤

美咲（円小４年）

小島

伊稀（永小６年）

高橋

涼乃（宮中２年）

佐藤

陽真（宮小１年）

村上

結音（永小３年）

若槻

輝和（宮小２年）

我妻

祥多（宮小３年）

山家
黒澤

駿人（宮小６年）
璃桜（遠小６年）

大沼
滝田

悠衣（遠中１年）
響（遠中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２９年１２月１５日発行
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