
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

【開催】宮城県地方音楽会 蔵王ふれあいコンサート 

【開催】第３回 Ｂ＆Ｇスポーツチャレンジ教室～ナイタースキー体験教室～ 
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、1 月２５日（土）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、ナイターゲレンデに足を運ぼう！ 

・日  時／１月１８日（土）、1 月２５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５０分集合 

      ※遠刈田地区公民館にて乗車可能（午後４時２０分経由） 

・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 各回５００円（講師代、保険料等）※各回当日集金します。 

・そ の 他／リフト券や用具レンタル代は別途負担いただきます。 

・お申込み期限／１２月２７日（金） 

・お問合せ／蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

      電話３３－３３８８ ＦＡＸ３３－２５５２ 

生涯学習だより 2019 年（令和元年） 
12 月 Vol．221 

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】冬季ございん寺子屋 
小・中学生の学習の支援を目的に、今年も「ございんホール」を会場に開設いたします。 

宿題や問題集などへの指導を行います。部屋を暖かくしてお待ちしています♪ 

・日  時／１２月２４日（火）、２５日（水）、２６日（木）３日間  

午前９時～正午 

・場  所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 

・持 ち 物／各自の学習するもの、筆記用具 

・そ の 他／高校入試過去問や各種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 電話 ３３－３００８ 

【急募】小・中学校スキー教室 ボランティア募集！ 
 ざおうっ子応援団では、１月～２月にかけて町内の小・中学校で開催されるスキー教室でお手伝

いいただける方を募集しています。 

 ○スキーを子どもたちに教えてみたい ○スキー経験を活かしたい 

 ○子どもともっと触れあいたい    ○地域の役に立ちたい 

と思っている方は「ざおうっ子応援団」に登録し、一緒に活動してみませんか？ 

スキー教室以外のボランティアも随時募集しています。 

・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 
 

  
ふるさと文化会館 

B＆G 海洋センター 
図書館 文化会館屋外トイレ 

12 月 27 日（金） 

開館時間 

午前８時３０分 

～午後５時１５分 

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 28 日（土） 

～1 月３日（金） 
年末年始休館 

※２６日（木）・２７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（土）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、通常どおりご利用いただけます。 

★サークル紹介コーナー『ざおうギターサークル』 
 ざおうギターサークルでは、現在５名の会員が楽しく活動をしています。クラシックギターを用

いて練習していますが、クラシックギター以外のフォークギターやエレキギターなどを弾きたい方

の技術向上にも繋がります。 

また、さまざまな町のイベントに出演しており、来年２月にございんホールで開催する“ふれあ

いコンサート”でのロビー演奏も決定しました！今後もっと活動の場を広げていくことを目標に活

動しています。 

現在、新規メンバーを募集中！経験者はもちろん、「楽譜がよめない」「ギターを弾いたことがな

い」など、ギターをはじめたいけど不安な方も大歓迎です！初心者の方でも、自分のペースで基礎

から学ぶことができますよ♪みなさんも一緒に活動してみませんか？ 

・活動日時／月２回（第２・４金曜日）午後７時～８時３０分 

・場  所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）スタジオ 

・会  費／月３，０００円 

・お問合せ／ざおうギターサークル 代表 佐藤和則    電話０９０－２９７８－９４８９ 

      蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 電話 ３３－２０１８ 

      ※ざおうギターサークル代表への連絡は、午後７時以降でお願いします 

お電話が繋がらない場合は、蔵王町ふるさと文化会館までご連絡ください 

 

 

 

「仙台フィルが１５年ぶりにございんホールへやってくる」 

今年の蔵王ふれあいコンサートでは、仙台フィルハーモニー管弦楽団のオーケストラ演奏を皆様

にお届けします。総勢約６０名の楽団員が生み出す迫力のサウンドを、体験してみませんか？ 

当日はロビーにて、町内音楽サークルによるプレコンサートも開催予定です。 

詳しくは、１２月２７日配布のチラシをご覧ください。 

・日  時／令和 2 年２月２４日（月・祝） 

開場：午後２時  開演：午後３時  

・曲  目／ハイドン：交響曲第９４番ト長調「驚愕」Hob.I:94 より 第２楽章 

      J.シュトラウス II：喜歌劇「こうもり」序曲 

      ドヴォルザーク：交響曲第８番ト長調作品８８ ほか 

・チケット／全席指定 ５００円 

（※中学生以下無料、入場整理券を配布します。） 

・チケット販売所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール） 

町内各地区公民館 

施設 

日にち 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小   学   生 
【中学生の部】 

【低学年の部】 【中学年の部】 【高学年の部】 

優秀賞 

佐藤 隼輝（円小２年） 

 佐藤 日向（円小２年） 

優良賞 

 髙野 琉輝（宮小１年） 

 我妻  奏 （円小２年） 

 我妻 洋海（宮小２年） 

努力賞 

 青砥 颯大（遠小１年） 

 伊藤 壱檎（円小２年） 

 佐藤 仁哉（永小２年） 

 牛澤 蒼空（宮小２年） 

優秀賞 

 岩佐 萌花（円小３年） 

 加藤賢太郎（宮小４年） 

優良賞 

 村上 結香（円小３年） 

 大内 優愛（宮小３年） 

遠藤 美空（円小４年） 

努力賞 

 小嶋 椎奈（円小３年） 

 佐藤 暖斗（円小３年） 

 我妻 南奈（円小４年） 

 佐藤 智哉（円小４年） 

 髙橋 瀬奈（宮小４年） 

優秀賞 

 山家 大河（宮小６年） 

 黒澤 希望（遠小６年） 

優良賞 

 佐藤 晃成（円小６年） 

 山口  葵 （永小６年） 

 山家 一花（永小６年） 

努力賞 

 東海林美衣奈（永小５年） 

 山口 涼菜（宮小５年） 

 我妻 晄侑（円小６年） 

 犬飼  唯 （円小６年） 

 佐藤 靖輝（円小６年） 

優秀賞 

 熊澤 寛二（遠中１年） 

 黒澤 璃桜（遠中2年） 

優良賞 

 武田  崚 （宮中２年） 

 木村京士朗（遠中２年） 

 大沼 悠衣（遠中３年） 

努力賞 

 蘇我 陽和（遠中１年） 

 村上 由依（円中３年） 

 髙野 実愛（宮中３年） 

 大沼 芽依（遠中３年）  

 大橋  唯 （遠中３年） 

令和元年度読書感想文コンクール入賞者のみなさんをご紹介します。 

 

最優秀賞 

【小学校低学年の部】水澤 希咲さん（平沢小学校１年） 『くまのベアールとちいさなタタンきょうはピクニック』 

【小学校中学年の部】佐藤 流菜さん（宮小学校４年） 『カミウキガメはわるいやつ？』 

【小学校高学年の部】佐藤 光流さん（宮小学校６年） 『ようこそ、難民！』 

【中 学 生 の 部】手塚 晴斗さん（宮中学校３年） 『小やぎのかんむり』 

 

その他の入賞者は以下のとおりです。（敬称略） 

問い合わせ／蔵王町ふるさと文化会館   電話：３３－２０１８ ＦＡＸ：３３－２０１９ 

蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター  電話：３３－３３８８ ＦＡＸ：３３－２５５２ 

令和元年１２月１３日発行  編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 

12 月 1 日（日）、縄文時代の石器づくりを体験する『石器作って Cooking♡』を開催しました。 

10 名の参加者が、石のハンマーを使って塊から一定の厚さのカケラを割り取る作業や、鹿角のハ

ンマーを使って、石器の刃先を整える作業を体験しました。 

その後、自作した石器で豚肉を切り、バーベキューを楽しみました。思った以上の石器の切れ味を

体感し、参加者は 5000 年前の蔵王に住んでいた縄文人の技に感動していました。 

【報告】地域学校協働活動推進事業「毛筆指導」 
蔵王町の小中学校では、今年も杉山イネ子氏を講師に招き、毛筆指導を行っております。 

遠刈田小学校では、１１月２５日（月）に毛筆指導を行い、学年ごとに課題ポイント部分の書き方

や筆の運び方などを教えて頂きました。３年生は初めてなので座り方の説明や筆の穂先確認など行

い、課題の前に名前を書く事などを最初に学びました。児童たちはポイントを覚え、枚数を重ねるご

とに上手になりお互いの字を楽しそうに見合う姿も見られました。 

冬休みの課題へ向け貴重な時間となりました。 

【報告】読書感想文コンクール入賞おめでとうございます！ 

ございんゆるコラム「大掃除へ向けた心得７箇条」 

あっという間に１２月！皆さんは大掃除など初めていますか？私は…まだです…。 

今回は、年末の大イベント！「大掃除へ向けた心得７箇条」を紹介したいと思います。 

 

①掃除箇所のリストをつくる 

②一日で一気にやろうとしない 

③見た目に変化のある所からやる 

④寒すぎる日はスルー 

⑤捨てる・断捨離   

⑥漫画やアルバムを読まない 

⑦パソコンの中身も大掃除する 

 

これなら私でも焦らずゆっくり自分のペースで進められそうです！ 

皆さんも参考にしてみて下さいね♪ 

【報告】蔵王のお宝探検隊② 石器作って Cooking♡ 

計画的に進めるのじゃ～！ 

【報告】地域学校協働活動事業「放課後子ども教室」 
永野地区放課後子ども教室では、永野児童館で「チャレンジ・ザ・スティック」や「ディスゲッター」

などのニュースポーツを体験をしました。 

初めは難しかったニュースポーツも何度か試していくうちにコツをつかみ、楽しく体験すること

ができました。 

参加していただいた地域ボランティアの皆様との交流もとても楽しかったようです。 

ボランティアの皆様、ありがとうございました♪ 



■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 

 

「まほう」 
Ｇﾃ『おばけまほうにかかる』（ほるぷ出版） 

ジャック・デュケノワ／さく 

おおさわ あきら／やく 

J ﾀ『パパはまほうのケーキやさん』(教育画劇)     

田島 かおり／作  

F ｳ『ふしぎな銀の木』（福音館書店） 

シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 

 

 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

第１回 １月２４日（金）絵本について知ろう 

第２回 １月２９日（水）子どもについて知ろう 

エプロンシアター、紙芝居を学ぼう 

第３回 ２月 ６日（木）手遊びを学ぼう 

第４回 ２月１２日（水）プログラムを考えよう 

第５回 おはなし会を開催しよう♪ 

定員は２０名です。お早めに図書館まで、お

申し込みください！ 

※内容は変更になることがございます。 

詳しくは、図書館までお問合せください。  

 

 

今年も、２１日（土）から『雑誌入れ替え戦』

『としょかん福袋』を始めます。ご参加＆ご利

用お待ちしています！ 

◆『雑誌入れ替え戦』 

 館内でよく読む雑誌、“図書館に必要だ！”

と熱望されている雑誌等、みなさんの声を、ぜ

ひお聞かせください。 

※協力者にはプレゼントあります（なくなり次第終了） 

◆『としょかん福袋』 

文学賞受賞作や今年亡くなった方にまつわ

る本などを３冊セットにした福袋を貸出しま

す。※借りられる上限は福袋＋７冊です 

 

楽しい予定がいっぱいの冬休み。映画会、

終了後には、お正月がう～んと楽しくなる⁉

“ふくわらい”をつくります！ 

『スノーマン』 

★１２月２４日（火）午前１０時～ 

★ございんホール 和室 

★図書館からプレゼントがあります 

※入場無料、申し込みもいりません 

※小さなお子さんは保護者の方と来てください 

 

１２月２８日（土）から１月３日（金）まで

の年末年始の休館に伴い、下記のとおり貸出期

間を延長しています。※休館中もございんホール

の返却ポストには返せますが、あふれるおそれがある

ので、開館中の返却にご協力ください。 

◆本・雑誌・紙芝居◆ 

１２月１３日～２６日貸出分は３週間 

◆CD・ビデオ・DVD◆ 

１２月２０日～２６日貸出分は２週間 

 

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。１０～

１５分程度ですので、気軽におこしください。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書名 著編者 

小
説
等
以
外 

子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎 一実／共編 

夫のトリセツ 黒川 伊保子／[著] 

①秘録退位改元 朝日新聞取材班／著 

認知症の人と一緒に作るアルバム自分史 北林 陽児／著 

鉱物(いし)語り 藤浦 淳／著 

いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん 中田 馨／著 

時短の科学 内藤 耕／著 

②我が相撲道に一片の悔いなし 荒磯 寛／著 

小
説
等 

いもうと 赤川 次郎／著 

③夜はおしまい 島本 理生／著 

ツナグ 辻村 深月／著 

背中の蜘蛛 誉田 哲也／著 

 

 ほんのなまえ かいたひと 

そ
の
他 

お札に描かれる偉人たち 楠木 誠一郎／著 

④フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 

絵
本 

クリスマスってなあに ディック・ブルーナ／作 

⑤ぽかぽかゆずおふろ すとう あさえ／ぶん 

 

ラベル タイトル 

V-31 深海大スペシャル驚異のモンスター大集合! 

V-Y ｼ 少女は自転車にのって 

V-H ｻ 聖の青春  

V-K4 ⑥新・恐竜大進撃 

V-A ﾗ ライオン・キング 

 

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、 

す
べ
て
の
資
料
が
さ
が
せ
ま
す 

◆

１１

月

の
新
し
い
本
◆ 

   

         ③                     ④                     ⑤                     ⑥ 

１１月の利用状況 開館日数：２５日 

利用者数：1,366 人(54.6 人/日) 貸出点数：4,575 点(183/日) 

蔵王町立図書館 電話 33-2018 

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

① 

 

② 

 

迫真のノンフィクション！ 

貫いてきた相撲道を飾らな

い言葉で振り返る 

直木賞作家の真骨頂       フラミンゴを愛する少年の物語  ゆず湯、あったかいなぁ～    恐竜の時代へタイムスリップ!


