生涯学習だより

201８年（平成３０年）
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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】「家族で楽しむ新春コンサート」チケット発売中♪
日本を代表する金管五重奏団ＢｕｚｚＦｉｖｅと世界で活躍する宮城県出身の実力派ピアニスト
中川賢一氏のコンサートチケットが好評発売中です。乳幼児から入場できるファミリーコンサート
で、クラシックの名曲から「川の流れのように」
「青葉城恋唄」のようなお馴染みの曲も演奏いたし
ます。地元小学生、合唱団とのコラボレーションも予定しています。
・開催日時／１月２８日（日）午後３時 開演（午後２時３０分 開場）
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 多目的ホール
・チケット／全席自由 ５００円（高校生以下無料）
※残席数に限りがありますので、お早めにお求めください。
・チケット販売所／ふるさと文化会館 町内各地区公民館
・問い合せ／蔵王町生涯学習課 電話 ３３－２０１８

【開催】第４回 リフレッシュ♪ Mama Cafe“ミニお雛さまづくり＆お茶会”

回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「ミニお雛さまづくり」です。綿棒やちりめんの布を使用して、お雛さまとお内裏
さまをつくります。ショーケースも用意していますので、持ち帰ってすぐに飾ることができますよ！
お子さんのため、そしてママ自身のために・・・。かわいいお雛さまをつくりながら、みなさん
で楽しいひとときを過ごしましょう♪
・開催日時／２月２３日（金）午前１０時～正午
・会
場／ふるさと文化会館 創作の部屋および和室
・内
容／ミニお雛さまづくり、みんなでお茶会
・対
象／町内の子育て中のママ
※お子さんの同伴も可能です。お雛さまづくりの間、お子さんは別室で子育てサポー
ターがお預かりします。
・参 加 費／３００円
・募集人数／１０名程度
・持ちもの／筆記用具
※託児が必要な方は、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。
・申込期限／２月１２日（月・祝）まで
・そ の 他／託児をご希望の場合は、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。
・申し込み／蔵王町生涯学習課 電話 ３３－２０１８

【報告】平成２９年度公民館講座「日常英会話教室（秋期）」
回
１１月１１日から１７日にかけて「初級」を、１２月２日から８
日にかけて「中級」をそれぞれ開催いたしました。イギリス人とオ
ーストラリア人の先生から、道の聞き方や、あいさつ、自己紹介な
ど、実際に役立つ表現を直接学ぶ事によって、参加者の皆さんは「生
きた」英語を体験する事が出来ました。

【開催】２０１８Ｂ＆Ｇ宮城ウインタースポーツフェスティバル
今シーズン、みんなは雪と思いっきり触れ合ったかな？
今回は「冬の蔵王」を舞台に、宮城県内の B＆G 海洋センターがある１２市町の小学生が集まり、
ウインタースポーツフェスティバルを開催いたします。
雪といっぱい触れ合ったキミも、まだまだ遊び足りないあなたも、他市町のみんなと楽しく交流
を深めながら、冬の蔵王を満喫しよう！
・開催日時／２月３日（土）午前１０時開会（午前９時３０分～受付）
・会
場／①みやぎ蔵王えぼしリゾート（えぼしスキー場）
②蔵王ハートランド ③遠刈田公民館
・集
合／①現地集合希望者：遠刈田地区公民館
午前９時３０分集合
②バス移動希望者：蔵王町 B&G 海洋センター 午前９時００分集合
・内
容／雪遊び体験、ソリ遊び、ゴンドラ乗車体験など
・対
象／町内小学生（全学年）
・定
員／２０名程度
・参 加 費／８００円（体験料、昼食代等）※当日集金いたします。
・申込期限／１月２１日（日）まで
・申し込み／蔵王町スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
電話 ３３－３３８８

【開催】平成２９年度蔵王町Ｂ＆Ｇスキー教室（子どもの部）
学校のスキー教室に参加したけど、もっとスキーを楽しみたい！！もっとかっこよく滑りた
い！！という小学生を大募集。資格を持った優しい講師が楽しくスキーを教えてくれます。
蔵王の大自然を満喫しながらみんなと一緒にスキーを楽しみませんか？
・開 催 日／２月１７日（土）
・会
場／みやぎ蔵王えぼしリゾート（えぼしスキー場）
・集
合／①ございんホール駐車場 午前 7 時 50 分集合
②遠刈田温泉「神の湯」前 午前 8 時 10 分集合
③えぼしスキー場 高原無料休憩所 午前 8 時 30 分集合
・内
容／スキー教室（技術指導）
・対
象／町内小学４年生～６年生
・定
員／先着２０名
・参 加 費／１,０００円（講師指導料、保険料等）※当日集金いたします。
・そ の 他／リフト券代や用具レンタル代は別途ご負担いただきます。
・申込期限／２月１０日（土）まで
・申し込み／蔵王町スポーツ振興課（B&G 海洋センター）
電話 ３３－３３８８

【報告】地域学校協働活動事業「毛筆指導」
町内の小中学校では、例年冬休みを前に「毛筆指導」を行っ
ております。今年も杉山イネ子氏を講師に招きご指導をいただ
きました。一生使う名前の書き方のポイントや課題の漢字では
筆のはこび方などを教わり、左利きや名前の難しい児童には講
師が手を取り指導をしていただきました。今年から毛筆が始ま
る小学校３年生では道具の使い方なども教わり、楽しみながら
上達していく児童の様子が見られました。みなさん冬休みの宿
題は上手に書けたかな？
◎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】第２９回Ｂ＆Ｇ会長杯蔵王町民スポーツ交流大会
回町内小学生を対象にドッヂビー、ドッジボール大会を開催します。運動不足になりがちなこの時
期に、体を動かしてスポーツを楽しみましょう。ほかの学校の人と友達になるチャンスかも！
・開催日時／２月１８日（日）午前９時開会（午前８時３０分～受付）
・会
場／蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター アリーナ及び武道場
・対
象／町内小学生 ・参 加 費／無料
・競
技／ドッヂビー
小学校３・４年生の部
ドッジボール 小学校５・６年生の部
・持 ち 物／運動できる服装、体育館専用シューズ、汗拭きタオル、飲み物
・申し込み／２月１日（木）までに各学校へ申込書を提出
・問い合せ／蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター） 電話３３－３３８８

【報告】蔵王ふれあいクリスマスコンサート２０１７
１２月１７日（日）ございんホール多目的ホールにて、クリスマスコンサートが開催されました。
小村崎伝承芸能保存会が「春駒」を、歴史を紹介する映像と共に舞い、オープニングを飾りました。
つづいて蔵王町在住のシンガーソングライターの幹 miki さんが、完成したばかりのニューアルバム
から新曲を歌い、会場はクリスマスの雰囲気に包まれました。
コンサート後半に出演した、ヨーロッパの歌劇場で活躍する
テノール歌手の千代崎元昭さんは、町内出身のソプラノ歌手
樋口由希さん、合唱団蔵王歌おう会と共演し「乾杯の歌」や
「タイムトゥセイグッバイ」などの名曲を歌いました。会場を
巻き込んでのすばらしいパフォーマンスに約３００名のお客さ
んからは、ブラヴォーの声があがりました。ロビーではクリス
マスマーケットも開催され、出演者やお客さん、係わったすべ
ての方が共にクリスマスを楽しむ事ができました。

【開催】仙南青年フェスティバル２０１８ in しばた
毎年、仙南の青年たちが集まり文化祭を開催しています。今年は「百花繚乱～咲かせよう希望（み
らい）の花」をテーマに柴田町で開催されます。楽しいイベントが盛りだくさんですので、ぜひ会
場へお越し下さい！
・開催日時／２月１８日（日） 午前９時４５分～午後４時３０分
・会
場／槻木生涯学習センター（柴田町槻木下町３丁目１-６０）
・入 場 料／無料
・対
象／どなたでも
・内
容／合唱、演劇、郷土芸能、楽器演奏、ダンス 等
・問い合せ／柴田町生涯学習課 電話 ０２２４－５５－２１３５

【報告】ジュニア・リーダーと一緒にクリスマスパーティー！
平成２９年１２月２３日（土）、ジュニア・リーダーが企画・運営するクリスマスパーティーがご
ざいんホールで開催されました。
参加者に楽しんでもらうため、ジュニア・リーダーは３か月前
から準備を進めてきました。当日は１８名の町内小学生が参加し、
様々なレクリエーションで盛り上がりました。その後、自分たち
でデコレーションしたブッシュドノエルを仲良く食べ、みんな大
満足の様子でした。事業を大成功させたジュニア・リーダーたち
も、大きく成長したように感じられ、地域活動の場でさらなる活
躍が期待されます！
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３０年１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

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ
～

76
日時：１２月２６日（火）
上映：
『アルプスの少女ハイジ／アルムの山』
参加者数：１３人（こども６人、大人７人）

利用者の阿部恒司さ
んのご厚意により、ご
ざいんホール入口返却
ポストの差込口が革で
ガードされました。中

毎週土曜日の午後３時から、図書館内『お
はなしの森』でおはなし会をしています。１
０～１５分程度ですので、気軽におこしくだ
さい。

まで手を入れてしまう
と危ないのですが、だいぶあたりが柔らかく
なりました。どうもありがとうございました。
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書名

著編者

出版社

仙台週末おでかけ案内

ございん仙台編集部／著

メイツ出版

227

オスマン帝国の崩壊

ユージン・ローガン／著

白水社

314

黙殺

畠山 理仁／著

集英社

378

はじめてのボランティア手話

谷 千春／監修

主婦の友社

498.5

食と健康の一億年史

スティーブン・レ／著

亜紀書房

596.3

フルーツカッティングの教科書

根津 有加里／著

エムディエヌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

616

全国棚田ガイド

中島 峰広／監修

家の光協会

762

山本直純と小澤征爾

柴田 克彦／著

朝日新聞出版

953 ﾌ

ボージャングルを待ちながら

オリヴィエ・ブルドー／著

集英社

N ﾌｼ

断層の森で見る夢は

藤本 ひとみ／著

講談社

ﾗﾍﾞﾙ

ほんのなまえ

かいたひと

しゅっぱんしゃ

498

おいしくたべる

松本 仲子／監修

朝日新聞出版

913 ﾖ

青空トランペット

吉野 万理子／作

学研プラス

933 ﾗ

テオのふしぎなクリスマス

キャサリン・ランデル／文

ゴブリン書房

名画ここどこ

結城 昌子／著

小学館

S ﾕ

「あったかぁい」
１２月の利用状況 開館日数：２３日
利用者数：1,439 人(62.6 人/日)
貸出点数：5,024 点(218.4 点/日)
■はお休み、▲は３時からおはなし会
開館時間／火～金曜：午前１０時～午後７時
土日祝日：午前１０時～午後６時

蔵王町立図書館

電話 33-2018

http://www.gozain.jp/library/

