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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】「音楽アウトリーチコンサート in ざおう」チケット発売中！
テレビ東京「The★カラオケバトル」で優勝し話題のバリトン歌手 髙橋正典さんが蔵王に登場！本
場のオペラからみんなが知っているアニメソングまで、圧倒的歌唱力で歌い上げます。さらに、加藤登
紀子さんや手嶌葵さんらと共演経験のある鬼武みゆきさん（コンポーザー・アレンジャー・ピアニスト）
をはじめとする豪華メンバーがステージを盛り上げます。合唱団「蔵王歌おう会」とのコラボレーショ
ンも予定しています。
この機会にジャンルを超えたエンターテイメントコンサートをご覧ください！
・開催日時／９月２３日（日） 午後２時開演（午後１時３０分開場）
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・チケット／全席自由
前売り１,５００円
当日２,０００円

※蔵王町内在住の１８歳以下の方は無料でご招待いたします。
（販売場所①、②でチケットをお渡しします）
・チケット販売場所／①蔵王町ふるさと文化会館（電話予約も承ります）
②町内各地区公民館
③各プレイガイド
・カワイ仙台
・㈱ヤマハミュージックリテイリング仙台店）
・お問い合せ／蔵王町生涯学習課 電話 ３３－２０１８

髙橋正典

鬼武みゆき

【開催】三遊亭円楽 林家たい平 落語二人会＆ゲートボール交流大会
テレビ番組「笑点」でおなじみ三遊亭円楽師匠、林家たい平師匠による落語二人会を開催します。
円楽師匠は平成２６年からふるさと文化会館名誉館長に就任しており、落語会を毎年開催していただ
いています。今年はたい平師匠もお招きしての開催ですので、おふたりの落語をじっくり楽しむことが
できます。また、４日、５日に開催される三遊亭円楽杯ゲートボール交流大会において円楽師匠もゲー
トボール選手として参加しますので、ぜひ応援にいらしてください。
落語会、ゲートボール交流大会ともに、たくさんの方のご来場お待ちしております。
◆落語二人会
・開催日時／１０月３日（水） 午後７時開演（午後６時３０分開場）
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・チケット／全席指定
一般
前売り３,０００円 当日３,５００円
高校生以下 前売り２,５００円 当日３,０００円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
・チケット販売場所／蔵王町ふるさと文化会館（電話予約も承ります）
町内各地区公民館
◆ゲートボール交流大会
・開催日時／１０月４日（木）～５日（金） 午前９時から午後３時まで
・会
場／蔵王町総合運動公園（楽天イーグルス蔵王球場）
・お問い合せ／落語二人会：蔵王町生涯学習課 電話 ３３－２０１８
ゲートボール交流大会：蔵王町スポーツ振興課 電話 ３３－３３８８

【開催】「山の日」制定記念

第３回ざおうさまトレッキング

「山の日」制定記念の第３回ざおうさまトレッキングを紅葉の素晴らしい時期に開催いたします。お
釜を眼下に見ながら、熊野岳を目指します。山頂では毎年好評のお楽しみ抽選会も予定しています。皆
様の参加をお待ちしています。詳しくは宮城蔵王ガイド協会 HP をご覧ください。
・期
日／１０月６日（土）
・コ ー ス／刈田無料駐車場～お釜絶景ポイント～熊野岳（往復）～御田の神湿原
・集
合／刈田無料駐車場（お釜リフト乗り場） 午前８時３０分
ざおうさまバスの送迎もあります（予約制）
・参 加 費／１,０００円（小学生以下５００円） 記念品・お楽しみ抽選会あり
・定
員／１００名（先着順）
・お申込み／下記、必要事項を明記の上、e-mail または FAX にてお申込みください。
① 参加者名（年齢） ②代表者の住所 ③電話番号・携帯番号 ④e-mail アドレス
・お問い合せ／宮城蔵王ガイド協会
電 話 090-7066-3914
e-mail mzao.guide@gmail.com
F A X 0224-26-9403

【告知】第４２回 蔵王町文化祭

出展作品募集

第４２回蔵王町文化祭の開催にあたり、町民の皆様からの作品を募集しております。
皆様が丹精をこめて作り上げた作品を、ぜひこの機会に展示してみませんか？
・出展部門／写真、文芸、書道、華道、陶芸、手芸、絵画、その他（木竹工、ちぎり絵など）
・出展要件／町文化協会加盟団体、町内で文化活動を行っている団体、および個人
・出 展 料／無料
・お申込み／１０月１７日（水）まで、蔵王町ふるさと文化会館へお申込みください。
※展示作品募集要項をご覧のうえ、所定の申込書をご記入頂きます。
・お問い合せ／蔵王町生涯学習課 ３３－２０１８
【第４２回蔵王町文化祭 ～みちのく蔵王町文化の伝承と創造～】
・期
日／１１月３日（土）～４日（日）
・時
間／３日 午前９時～午後６時
４日 午前９時～午後３時
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館
・内
容／出展作品の展示、囲碁・活花・手芸の実演 ほか
・主
催／蔵王町・蔵王町教育委員会・蔵王町文化協会
・主
管／第４２回 蔵王町文化祭実行委員会

【開催】日本漢字検定能力検定協会「漢検」を実施します！
今年も１月に日本漢字検定をふるさと文化会館で実施します。
昨年は小学生から一般・社会人まで町外の方も含めて６４名の方々に参加していただきました。今年
も多くの方の参加をお待ちしております。
・開催日時／１月１８日（金）午後６時３０分から
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
・実施要項及び申込書／１１月１日（木）からふるさと文化会館窓口で配布します。
・申込期間／１１月１日（水）～１２月４日（火）
・申込場所／蔵王町ふるさと文化会館
・お問い合せ／蔵王町教育総務課
電話 ３３－３００８
◆第 2 回蔵王町算数・数学検定は２月１０日（日）午前中に行う予定です
◎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】クリーン蔵王町デー

【報告】第３０回 B＆G 会長杯蔵王町民水泳大会

≪花に包まれ、ゴミのないきれいなまちづくりを進めよう！≫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、秋の「クリーン蔵王町デー」を開催いたします。
この機会に、家族のふれあいや地域の交流を深め、ボランティア精神を養いましょう。
・日
時／９月３０日（日）午前６時～
・場
所／各地区集会所等（各区ご確認ください）
・対
象／町民どなたでも
・区
域／お住まいの地区内の公共の場所や道路など
・収 集 物／空き缶、その他のごみ
・注意事項／当日、家庭ごみは出せません。
くれぐれも安全に配慮して活動してください。
・そ の 他／詳細は各戸配付のチラシをご覧ください。

【報告】平成３０年度 花いっぱい運動（花いっぱいコンクール）
今年度の運動は、１９の地区・団体の参加のもと開催されました。各地区や団体で知恵を絞り、力を
合わせて多くのすばらしい花壇をつくっていただきました。見事、北境区がコンクールにおいて最優秀
賞の栄誉を勝ち取りました。
前年度までの最優秀賞である東根区・小村崎区・塩沢区もモデル地区にふさわしいすばらしい花壇づ
くりを行っているほか、その他の地区もそれぞれ趣向を凝らした美しい花壇を作り上げ、運動の趣旨で
ある安らぎと潤いのある明るく住みよい地域づくりに寄与されました。
≪審査および表彰式≫
・日
時／８月２２日（水）午前８時４０分～
・参加団体数／１９団体
・審査場所／町内１９か所
・審 査 員／各地区公民館長等（５名）
・審査結果／
最優秀賞（１団体）北境区（Ｈ３１～３３年度モデル地区に指定）
努 力 賞（３団体）円田入区 円田中区 山の入区
モデル地区（３団体） 東 根 区（Ｈ２８～３０モデル地区）
小村崎区（Ｈ２９～３１モデル地区）
最優秀賞を受賞した北境区
塩 沢 区（Ｈ３０～３２モデル地区）

【報告】第２３回全国ジュニアゲートボール大会

結果報告

７月２８日（土）、２９日（日）に埼玉県熊谷市熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドームで「第
２３回全国ジュニアゲートボール大会」が開催されました。ジュニア１部クラスに蔵王高校男子チーム、
女子チーム、ジュニア２部クラスに平沢小学校グリーンズＡ、平沢小学校グリーンズＢが出場しました。
大会の一週間前には、熊谷市で 41.1℃と日本歴代最高気温を更新したことから、熱中症が心配され
ましたが、大会期間は暑さの狭間なのか、さほど暑くもなく大会を過ごすことができました。
大会結果は、全国から集まった強豪チームとの対戦で勝つことが難しい中、平沢小学校グリ―ンズＢ
と蔵王高校女子チームがそれぞれ念願の１勝をあげることができ、応援に来ていた保護者の皆さんと喜
び合いました。
出場した選手のみなさんは来年大会でのさらなる躍進を誓いあっていました。

結果報告

８月１９日（日）に第３０回Ｂ＆Ｇ会長杯蔵王町民水泳大会が行わ
れ、遠刈田地区が見事優勝しました。
また、その他地区の順位は以下のとおりです。
選手の皆さんお疲れ様でした！！
優 勝：遠刈田地区
準優勝：円田地区
第３位：永野地区・宮地区（同点により２地区）

【報告】地域学校協働活動事業「マナー講座（職場体験事前学習）」
中学 2 年生の職場体験学習を前に、アクティブリゾーツ宮城蔵王(旧宮城蔵王ロイヤルホテル)のホテ
リエの方々を講師に招き、円田中学校 8 月 30 日、遠刈田中学校 9 月 5 日、宮中学校 9 月 11 日にマ
ナー講座を開催しました。
「マナーとは何か？」などの基本的な話しから始まり、身だしなみや第一印象
の大切さ、立ち姿勢・お辞儀の実技指導をしていただきました。社会に出てからも通用するマナーを教
えていただいたので、職場体験学習だけではなく、日頃の生活から気をつけられるようになると良いで
すね。

【文化財コラム】町内の遺跡から出土した「お金」
日本のお金の歴史は、今から 1300 年ほど前の飛鳥時代にさかのぼります。西暦 708 年に鋳造が開
始された「和同開珎」をはじめ、平安時代までに十数種が作られました。これらは都のあった近畿地方
を中心にある程度流通しましたが、物々交換が中心だった当時の地方ではお金を必要とする人が少な
く、普及しませんでした。その後、平安時代末期に中国との貿易が盛んになると、国内に大量の中国銭
が流通し、これを日本のお金として代用する時代が続きました。全国に統一的な貨幣制度が定められた
のは江戸時代のことです。1636 年に鋳造が始まった「寛永通宝」は幕末まで用いられ、国内の経済を
支えました。当時のお金は現在も各地の旧家で見られ、広く普及したことが分かります。
町内の遺跡からも、「洪武通宝」や「永楽通宝」といった各種の中国銭と、江戸時代の「寛永通宝」、
「仙台通宝」などが出土しています。中国銭は中世の武士の屋敷跡からの出土が多く、
寛永通宝は江戸時代の庶民の墓にも副葬されました。仙台通宝は江戸時代中期に仙台藩
が幕府の許可を得て鋳造したものです。品質の悪さからお金の価値が低迷し、藩内の経
済に混乱を招く一因となりました。
※町内の遺跡から出土したお金を展示しています。
ございんホールロビー／10 月 8 日（月）まで

もうすぐ敬老の日ですね。そこで今月は、みなさんにためしてもらいたいことがあります。
周りのおとなの人たちに、子どもだった頃にどんなふうに遊んでいたのか聞いてみてほしい
です。外遊び、部屋の中での遊び方いっぱいあるとおもいます。そして、一緒に遊んでみま
しょう。レッツ トライ！
お問合せ／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９月１４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

