生涯学習だより
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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】第２回Ｂ＆Ｇスポーツチャレンジ教室
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１９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３時５５分集合
※遠刈田地区公民館（午後４時２０分経由）にて集合（乗車）可能
・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９日（水）
・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 ＦＡＸ３３－２５５２

【開催】第２回蔵王町算数・数学検定
今年も小学生から一般を対象とした「算数・数学検定」を開催します。教科書を参考に学年毎に問
題を作成しました。100 点満点で合格者には認定証を贈ります。
小・中学生は１年間学習したことの理解度を判定する材料に、一般の方は頭の体操に最適です。
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。
・検定日時／２月１０日（日） 午前１０時から
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
・検定の級／小学１年生から中学３年生までの各学年内容で準備しました。
・検 定 料／３００円
・お申込み期間／１月４日（金）～２月１日（金）
・お申込み／蔵王町ふるさと文化会館
・お問合せ／蔵王町教育総務課 学び支援担当 髙橋 電話３３－３００８

【報告】地域学校協働活動事業「茶道体験」
１１月１５日(木)、遠刈田小学校６年生は「茶道体験」ということで裏千家 準教授 細田宗倫さ
んを講師にお招きし、
「おじぎの仕方」や「お茶の飲み方」、
「お菓子の食べ方」など一つひとつ丁寧
にご指導いただきました。児童たちは慣れない正座に周りを見ては笑いもおきていましたが、いざ
講座が始まると真剣に先生の話を聞き、初めて見るお茶の道具やお菓子に感激していました。また、
なかなか味わう事の出来ないお茶も一人ひとりにたてていただきお菓子も頂くことができました。
お茶の飲み方では不安そうでしたが教え
ていただいた通りにできていました。講
話では茶道の歴史についても学び実際に
体験したことによって身をもって日本文
化に触れることができ、児童たちにとっ
て忘れる事のできない学習となりました。

【報告】地域学校協働活動事業「毛筆指導」
今年度も杉山イネ子さんを講師にお招きし、各小中学校では「毛筆指導」が行われました。宮小学
校では１１月２７日、２８日とご指導いただき３年生にとって初めての毛筆ということもあり、筆
の使い方、墨の入れる量、名前を書く位置など一つひとつ分かりやすく説明をしていただきました。
子どもたちはなかなか書き始める事ができず戸惑いながらもお手本を見ながら書き、先生に手をと
って一緒に書いてもらった児童は自分が書いた字との違いに「すごーい！」と驚いていました。

【急募】スキー教室・将棋ボランティア募集！
ざおうっ子応援団では、小中学校スキー教室でのスキー指導ボランティア及び、福祉施設での
将棋相手のボランティアを募集しています。
○自分の経験を活かしたい
○子どもに知ってることを教えたい
○子どもともっと触れあいたい ○地域の方の役に立ちたい
と思っているかたは「ざおうっ子応援団」に登録し、一緒に活動してみませんか？
スキー指導や将棋以外のボランティアも募集しています。
・スキーボランティア締切／１２月２７日(木)
・登録お申込みお問合せ／蔵王町生涯学習課 電話３３－２０１８

【周知】年末年始の休館について
場 所
日 付

12 月 28 日（金）

ふるさと文化会館
B＆G 海洋センター
開館時間
午前８時３０分
～午後５時１５分

図書館

文化会館屋外トイレ

休館日
（館内整理日）

利用時間
午前８時３０分
～午後５時１５分

12 月 29 日（土）
年末年始休館
～1 月３日（木）
※２７日（木）・２８日（金）に、ふるさと文化会館および B＆G 海洋センターで大掃除をします。
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（金）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。

北風が吹くたびに寒さがつらくなってきましたね。お家の中ですごすことがふえる季節ですが、
コタツにあたりながらでも良いですし、せっかくですから家族で何か一緒に遊べるものがあるかど
うか探してみましょう。すごろくやトランプ、福笑いとかも楽しめるかも。また、大人のひとから子
ども時代はどんな事をして、何を思っていたのかとは聴いてみませんか。地元のことや、小さいあな
たが心を痛めていた気持ちが楽になる事とか、案外みんな同じことを考えているんだなぁと気がつ
くかもしれない。家族って…いいなぁとほっこり感じることをコッソリ見つけてみてください。
◎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】蔵王町公民館事業「蔵王のお宝探検隊」

【報告】大河原教育事務所管内ジュニア・リーダー交流研修会「アンジャム」

１０月１４日（日）、１０月２８日（日）、１１月１０日（土）の３回にわたり、蔵王の魅力を体験
する講座「蔵王のお宝探検隊」を開催しました。１回目は「松川」をテーマに水晶探しや、砂防建造
物を見学し、２回目は「縄文」をテーマに土器ひろい、クリーニング、石器づくり体験、３回目は
「食」をテーマにリンゴや梨の生産現場や、
乳牛の牧場を見学しました。「アトリエデリ
ス」や「のうらく伸」など、地元の飲食店の
協力もいただき、毎回テーマにちなんだ昼食
も楽しみました。参加者からは、「地元に面
白いものが沢山あり、驚いた」という声が聞
土器クリーニング
ざおう料理「のうらく伸」にて
かれました。

１１月２５日（日）、丸森町町民体育館で仙南２市７町のジュニ
ア・リーダーが集まり交流会が開催されました。研修会の内容は、
市町紹介や名刺交換、運動会やダンスなどジュニア・リーダーが自
ら企画し運営しました。日頃、他市町のジュニア・リーダーと交流
する機会が少ないので、この交流会はとても貴重な時間でした。

【報告】蔵王町公民館事業「蔵王の自然と工作体験教室」
１１月１７日（土）ことりはうすを会場に蔵王の自然と工作体験教室を開催しました。
ことりはうすの散策路を講師の先生方と歩きながら、森の木々や野鳥の生態について勉強しまし
た。メグスリの木の真っ赤な葉や大きな朴（ほう）の葉などにふれ、子どもたちからはすごい！と声
があがっていました。
後半は木製おもちゃ（がりがりプロペ
ラ）作りを行い、小刀の使い方に悪戦苦
闘しながらも無事に完成できました。完
成後に早速プロペラを回しあって楽しい
時間を過ごしました。

【報告】加川広重アートプロジェクト「絵画が伝える、震災の記憶」
１１月２３日から１２月２日まで行った本事業ではコンサートやシンポジウム、詩の朗読会、巨大
絵画を描くワークショップなど震災とアートに関する様々なイベントを開催しました。ワークショ
ップ「巨大絵画を描こう！！」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」では佐藤流菜さんの『ミミズク』と佐藤光流さんの『シロイルカのなかよし
親子』が最優秀賞に選ばれました。おめでとうございます。
門

小学校１～３年生の部

小学校４～６年生の部

賞
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
最優秀賞
優秀賞
優秀賞

縄文土器や弥生土器のような時代名を付した呼び方でないのは、「延喜式（えんぎしき）」などの古
代の書物に書かれた「土師器（はじのうつわもの）」にあてて「はじき」と呼ぶことにしたからです。
縄文時代や弥生時代には地方色豊かな土器が作られたのに対して、古墳時代になると本州から九
州までの広い地域で同じような意匠と技法による土師器が作られました。これは、遠く離れた地域
との人やモノ、情報の交流が飛躍的に増大したことを示しています。広い地域に影響力を持つ支配
者が出現し、政治的な統一が進んだことで同じような文化を共有するようになったのです。
蔵王町の円田盆地から村田町の村田盆地にかけての地域では、
古墳時代の初め頃の有力な支配者の墓―前方後円墳―や集落跡が
数多く発見されており、この地域の人びとが県内でも比較的早い
時期に新しい文化を取り入れたこと分かります。
※立目場遺跡（東根）から出土した古墳時代の土師器赤彩壷を展
示しています。 ございんホールロビー／１月６日（日）まで

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】岩佐萌花（円田小２年） 『とべないホタルの夢』
【小学校中学年の部】遠藤美空（円田小３年） 『ぼくたちのしごと』
【小学校高学年の部】黒澤希望（遠刈田小５年）『ともだちのときちゃん』
【中 学 生 の 部】佐藤颯太（円田中３年） 『人間失格』
その他の入賞者は以下のとおりです。（敬称略）
小

第２回加川広重アートプロジェクト絵画コンクール入賞者
部

【文化財コラム】古墳時代の土師器～支配者層の出現を告げる土器～
回弥生土器の系譜を引き、古墳時代に作られた素焼きの土器を「土師器（はじき）」と呼んでいます。

【低学年の部】

作 品 名
ミミズク
サンタさんがやってきた
秋みつけたよ
シロイルカのなかよし親子
絶景！一番の思い出
ぼくの春・夏・秋・冬

氏
佐藤
岡本
岡本
佐藤
山家
渡邊

名
流菜
優杏
花梨
光流
彩香
翔

優秀賞

学

生

【中学年の部】

【高学年の部】

優秀賞

優秀賞

陽真（宮小２年）

鈴木

莉杏（円小４年）

山家

一花（永小５年）

平間

詩音（宮小２年）

我妻

祥多（宮小４年）

佐藤

光流（宮小５年）

優良賞

優良賞

ワークショップの様子

優良賞

優愛（宮小２年）

我妻

稟心（円小４年）

蘇武

陽和（遠小６年）

手塚

晴斗（宮中２年）

佐藤

莉奈（宮小２年）

山家

悠華（宮小４年）

熊澤

寛二（遠小６年）

高橋

涼乃（宮中３年）

関根

千桜（宮小２年）

東海林美衣奈（永小４年）

岩佐

姫花（円小６年）

大沼

悠衣（遠中２年）

努力賞

努力賞

努力賞

我妻

碧 （永小２年）

大沼

杏奈（遠小３年）

佐藤

千夏（円小６年）

村上

由依（円中２年）

牛澤

蒼空（宮小１年）

毛利

春仁（宮小４年）

山口

葵 （永小５年）

大橋

唯 （遠中２年）

齋藤

恵茉（宮小２年）

佐藤

流菜（宮小３年）

佐藤

美結（円小５年）

我妻

実咲（遠中３年）

我妻

奏 （円小１年）

髙橋

瀬奈（宮小３年）

安達陽菜乃（遠小５年）

榊田

蘭 （宮中３年）

佐藤

村上

穂果（円中１年）

長谷川湊士（永小４年）

詩の朗読会の様子

熊澤康太郎（遠中２年）

大内

努力賞

受賞された皆さん

優秀賞

佐藤
優良賞

【中学生の部】

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１２月１４日発行

靖輝（円小５年）

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

