【開催】蔵王町Ｂ＆Ｇかなづちっ子水泳教室

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】公民館講座「糸と針で作るビーズアクセサリー講座」
簡単に始められて、奥が深いビーズアクセサリー。７月は「ボールのネックレス or ブレスレット」
と「スワロフスキービーズのイヤリング or ピアス」を作ります。１回だけの参加も可能です。
素敵な作品を楽しく作りましょう。
・日
時／①７月７日（土）、②７月２１日（土）
午前１０時から正午まで
・内
容／①ボールのネックレス or ブレスレット ※どちらか選択
②スワロフスキービーズのイヤリング or ピアス
※どちらか選択（クリア、ブラックから色も選択）
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館 研修室
ボールのネックレス or ブレスレット
・募集人数／２０名（先着順・単発受講可）
・対
象／町内にお住まいの成人女性
・講
師／ビーズ工房 Kei 新田佳子先生
・参 加 費／各回１,０００円（ボールのネックレスのみ１,２００円）
・持 ち 物／ハサミ（糸を切るためのもの）
メガネ（老眼鏡や拡大鏡など、必要な方）
スワロフスキービーズの
・申し込み／蔵王町ふるさと文化会館 生涯学習課 電話３３－２０１８
イヤリング or ピアス

【開催】「英語でチャレンジ・サマースクール」
今年から小学校５・６年では英語が教科になり蔵王町でも英語に力を入れた教育に取り組んでいま
す。「英語でチャレンジ・サマースクール」では学校で学んだ英語を活かす場として、また英会話を実
際に体験して楽しく学ぶ場としてプログラムを組んでいます。
これまでは模擬レストラン等での買い物時の英会話を中心にやってきましたが、今年はその活動内容
を継続しながらより実践的な会話を多く取り入れた内容を予定しています。楽しみながら英語に触れ、
学校の授業とは一味違った英語学習にみなさんぜひ参加してください。
・日
時
７月２４日（火）午前９時４０分～午後３時３０分 ３～４年生
７月２５日（水）午前９時４０分～午後３時３０分 ５～６年生
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・参 加 費／６００円（昼食・おやつ代込み）
・申込期限／７月６日（金）
・申し込み／ふるさと文化会館又は各小学校

「蔵王町Ｂ＆Ｇかなづちっ子水泳教室」を今年度も開催いたします。
この夏、海洋センターの水泳教室に参加し、苦手を克服しませんか？また、泳げる児童対象のコース
も開設いたします！
この夏は海洋センターで水泳を得意スポーツにしよう！！
・開 始 日／ ７月２４日（火）・２５日（水）・３１日（火）
８月１日（水）・３日（金）・７日（火）・８日（水）・１０日（金）・１７日（金）
合計９回（８月１９日（日）発表会を実施）
・コース（内容）及び実施時間
①かなづちっ子コース（午前１０時から）
内容：水慣れ、水中ゲーム、もぐりっこ、バタ足、息継ぎ練習、クロール体験
②クロールマスターコース（午前１１時から）
内容：水中ゲーム、バタ足、息継ぎ練習、クロール完成、遠泳挑戦（５０ｍ）
・場
所／蔵王町 B&G 海洋センター プール
・対 象 者／町内小学生（全学年）
・準 備 物／水着・水泳キャップ・水中ゴーグル・バスタオルなど
・参 加 費／１人 ２,０００円（プール使用料、保険代等）
・定
員／２０名（先着順・定員になりしだい締切）
・申込期限／７月１３日（金）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

総合的な学習「蔵王町の歴史」

６月５日（火）、永野小学校６年生が地域の歴史にふれて学ぶ活動を行いました。午前は登山ガイド
と環境政策課の職員を講師に青麻山を登り、山の登り方や植物の説明、青麻山がどのようにしてできた
かを学びました。午後の史跡見学では文化財保護係の職員を講師に、国の重要文化財である我妻家住宅
の見学や、鍛冶沢遺跡での遺物採集、矢附真田の郷歴史公園を見学したあとは役場東庁舎にて関連資料
の見学も行いました。天気にも恵まれ青麻山頂からは自分達の暮らす地域がきれいに見え、遺物採集で
は登山の疲れも見せず児童全員が土器を発見することができました。

【開催】縄文人の宝物“ヒスイのペンダント”を特別公開中です！
永野地区の谷地遺跡は、縄文時代中期（約 5,000 年前）の集落跡です。白石消防署蔵王出張所建設
のため 2011～2012 年に発掘調査を行なったところ、住居跡や貯蔵穴、捨て場跡などが発見され、
大量の縄文土器や石器、土偶、装身具（アクセサリー）などが出土しました。
出土品の中で一際目を引くのが、透き通るエメラルドグリーンが美しいヒスイ製の垂飾り（ペンダン
トトップ）です。このように透明度が高く良質なヒスイは新潟県糸魚川産と推定され、その中でも一級
品と言えます。ヒスイの原石はとても硬く、このように美しい形に磨き上げ、穴を開けるまでには大変
な時間と労力を費やしたことでしょう。
現代の私たちから見ても高い芸術性を感じさせる装飾品は、蔵王山麓に暮らした
縄文人の暮らしと文化の豊かさを教えてくれています。
この“ヒスイのペンダント”が 7～9 月に東北歴史博物館（多賀城市）で開催予
定の特別展に出品されるのに先立ち、ふるさと文化会館で特別公開しています。こ
の機会に「縄文人の宝もの」をどうぞご覧ください。
・特別公開／6 月 28 日（木）まで 蔵王町ふるさと文化会館ロビーにて

日の出の時間が、すこしずつ早くなってきました。
ツバメや蛙もにぎやかで、もう寝てなんていられない。
ことりの雛じゃないけれど、だれか美味しいものを作ってくれないかしら。
でも、ひとりで食べるのは味気ない。家族でわいわい楽しく食べると不思議とおいしく感じる。
近頃は、みんな学校やお仕事で忙しいから、朝は思い思いの時間に食べたり、コーヒーだけとか、食
べなかったり。せめて夕食とか休日くらいは、家族そろって食卓をかこみたいものですね。
「おいしいね」といえば、笑顔がこぼれる。「おいしいな」と言われれば、じゃあ次はこんなのどう
かなと、つくる人も笑顔になる。一緒につくると楽しくなる。食でつながる人と人。
旬の野菜や昔から伝わる食べものとか覚える楽しさ伝えよう。昔の人の工夫やモノを大切する心と
か、感じてほしいな親子一緒に、食の楽しみを。できることからはじめてみよう、我が家の食育。
お問合せ／蔵王町ふるさと文化会館
Ｂ＆Ｇ海洋センター
平成３０年６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

◆ ５月 の新 し い本 ◆

【報告】第７２回白石刈田地区中学校総合体育大会
第７２回白石刈田地区中学校総合体育大会で優秀な成績を収められた部活動を紹介します。
県大会に出場される方を応援しましょう！
≪団体≫
◆野球
優 勝
円田中学校（県大会出場）
◆バレーボール 男子
優 勝
円田中学校（県大会出場）
女子
優 勝
宮中学校（県大会出場）
◆卓球 女子団体
準優勝
円田中学校
◆バスケットボール 男子
準優勝
遠刈田中学校
女子
準優勝
遠刈田中学校
◆ソフトボール（予選なし） 円田中学校（県大会出場）
≪個人≫
◆卓球 女子シングルス
第３位
円田中学校 渡邊 梨穂さん（県大会出場）
女子シングルス
第３位
円田中学校 遠山 久玲彩さん（県大会出場）

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～

『小公子セディ』上映
小公子セディ』上映
★８月
★８月２日（木
日（木）午後２時～
）午後２時～ ホールにて
★図書館からのプレゼントがあります
※入場無料、予約もいりません

図 書：２，０２３冊
視聴覚：
１０７点

【利用状況】※個人利用者のみ
新規登録者数： ２９４人
利用者数：１８，６４５人
貸出点数：６６，０６７点
予約件数：
７４８件
本 探 し： １，０２３件
コ ピ ー：
６０４枚

ここで紹介す る のはほん の 一部 です。

＊取り置きや予約は受け付けていません

【受入資料数】
新聞：１１紙
雑誌：８７誌

図書館 のホ ームページ では、新 刊を

場所：ございんホール 展示室（図書館隣）

開館日数：２８９日

含めたす べて の資料が さが せます。

今回は２８年度の雑誌を販売します。持ち
帰り用袋と小銭を用意しておこしください。
日 時 ： ７ 月 ７日（土）午後 ２時～ ３時
８日（日）午前１０時～１１時
日（日）午前１０時～１１時

ﾗﾍﾞﾙ

書名

著編者

①

写真好きのための法律&マナー

141

性格の科学

210

足利将軍 15 代

294

おとぎの国をめぐる旅バルト三国へ

渋谷 智子／著

イカロス出版

369

宿命

原 雄一／著

講談社

457

楽しい日本の恐竜案内

494

骨粗鬆症

石橋 英明／著

主婦の友社

597

手づくりで贈るほめられ和菓子

宇佐美 桂子／著

世界文化社

611

自然を楽しんで稼ぐ小さな農業

マルクス・ボクナー／著

築地書館

666

金魚

佐々木 浩之／著

誠文堂新光社

721

日本画家が描く美人画の世界

797

はじめての健康マージャン

N ｲｼ

爽年

H ｲｼ

魂の秘境から

N ｼﾖ

吉川 明子／著

出版社

021

朝日新聞出版
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社
洋泉社

平凡社

②

辰巳出版

日本健康麻将協会／監修

河出書房新社

石田 衣良／著

集英社

石牟礼 道子／著

朝日新聞出版

ヘイ・ジュード

小路 幸也／著

集英社

N ﾕｽ

デートクレンジング

柚木 麻子／著

祥伝社

ﾗﾍﾞﾙ

ほんのなまえ

かいたひと

しゅっぱんしゃ

150

どう解く?

やまざき ひろし／ぶん

ポプラ社

536

じぶんでよめるのりものずかん

成美堂出版編集部／編著

成美堂出版

③

④ 野出 正和／著

750

コロコロ迷路

913 ｶ

夢見る横顔

嘉成 晴香／著

PHP 研究所

G ﾊ

フランクリンの空とぶ本やさん

ジェン・キャンベル／ぶん

BL 出版

J ｼ

おべんとうしろくま

柴田 ケイコ／作・絵

PHP 研究所

S ｻ

ねこすけくんなんじにねたん?

三池 輝久／監修

「みんいく」地域づくり
推進委員会

①

②

いかだ社

③

④

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

毎週土曜日の午後３時から１０～１５分
ほど、図書館内『おはなしの森』でおはなし
会をしています。気軽におこしください。

「たのしい おでかけ」

■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

５月の利用状況 開館日数：２５日
利用者数：1,462 人(58.5 人/日) 貸出点数：5,068 点(202.7 点/日)

蔵王町立図書館

電話 33-2018

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

