【開催】蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター普通救命講習会
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

【開催】「ふたり昭和歌謡祭

検索

出張公演 in 蔵王」

昭和歌謡を歌い継ぐ歌姫「ティーナ・カリーナ」と、仙台で活動するニホンジンプロジェクトのボー
カル「エムサイズ佐久間」がお送りする昭和歌謡祭を開催します。昭和の時代を彩った、誰もが知って
いる昭和歌謡の名曲カバーをお届けします。ふたりが織りなす魅力の世界を存分にお楽しみください。
たくさんのご来場お待ちしております。
・日
時／６月９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
・出
演／ティーナ・カリーナ、エムサイズ佐久間
・チケット／【全席指定】
一般
前売り１,５００円 当日２,０００円
高校生以下 前売り１,０００円 当日１,５００円
※前売り券が完売した場合、当日券の販売はありません
のでお早めにお買い求めください。
※電話での予約も承ります。
・チケット取扱所／蔵王町ふるさと文化会館 電話：３３－２０１８
・チケット取扱所／町内各地区公民館

【開催】公民館講座「リフレッシュ♪Mama Cafe」
毎日忙しく仕事や家事、子育てを頑張っているママの皆さん！たまには一息ついて、みんなで楽しく
おしゃべりしてリフレッシュしませんか？
今回は、近ごろインテリアとして人気の『ハーバリウム』をつくります。専用のオイルと一緒に自分
の好きなドライフラワーや小物を入れるだけで素敵なお部屋のアクセントになりますよ！
ございんホールに遊びにござい～ん♪
・日
時／６月１４日（金）午前１０時～正午
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館 創作の部屋
・内
容／ハーバリウムづくり、お茶会
・対
象／未就学児の母親
・参 加 費／５００円
・募集人数／１０名
・申込期限／６月５日（水）
・申し込み／蔵王町ふるさと文化会館 生涯学習課 電話：３３－２０１８
・そ の 他／子ども同伴も可能です。お母さんの活動中は別室で子育てサポーターがお子さんをお預か
りしますので、申し込み時にお子さんのお名前と年齢をお知らせください。

【開催】公民館講座「俳句教室」
経験者はもちろん！初心者大歓迎♪
俳人協会（伝統俳句）の講師の元、俳句づくりの基礎を一から学べます。
新しい趣味として、挑戦してみてはいかがでしょうか？みなさまのご参加お待ちしております。
・日
時／６月１２日（水）、２６日（水）午前１０時～正午
※第 3 回目以降は参加者の希望に合わせて開催します
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館 第 2 会議室
・対
象／町内在住または通学・通勤されている方
・参 加 費／各回５００円
・募集人数／１０名（先着順・単発受講可）
・講
師／俳人協会（伝統俳句） 大沼せつ子氏
・申し込み／蔵王町ふるさと文化会館 生涯学習課 電話：３３－２０１８

『普通救命講習会』を開催いたします。
応急手当を学び万が一に備え、「命を救う」知識を深めてみませんか？
・日
時／６月２３日（日）午前９時～正午（受付：午前８時４５分から）
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館 和室
・内
容／講話『応急手当の重要性』
実技『基本的な心肺蘇生』・『ＡＥＤの使用方法』など
・対
象／①18 歳以上全町民・プール監視員希望者（必須）
②全町民・町立小中学校教諭
・準 備 物／運動しやすい服装、筆記用具、テキスト購入代金（１５０円）
※高校生以下はテキスト代無料
・募集人数／３０名
・申込期限／６月１４日（金）
・申し込み／蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター スポーツ振興課 電話：３３－３３８８
・そ の 他／町内プール監視員を務めていただく方については、受講が必須となっております。

【文化財コラム】縄文土器の文様を読む
縄文土器の文様は年代や地域ごとにさまざまなバリエーションがありますが、それぞれに規則性があ
り、描かれる文様には意味があったようです。写真は町内の鞘堂山（さやどうやま）遺跡から出土した
縄文時代中期（約 5,000 年前）の土器です。図のように胴部に描かれた文様を色分けしてみると、長
い角を持った６頭のシカの姿が浮かび上がりました。左上のひときわ大きな装飾の下には、こちらへ向
かってくる姿と、装飾を仰ぎ見るように後足で立ち上がる躍動感のある姿が見え、その右側にはひと回
り小さな装飾の下で静かに向かい合う２頭と、それぞれに寄り添う２頭の姿が見えます。
文様は一定のルールに沿って描かれる一方で、同じ形を単純に繰り返すことなく少しずつ違っていま
す。現代の私たちがその意味を読み取ることは容易ではありませんが、このように縄文土器の中には、
何らかの「ストーリー（物語）」を表現したものがあったようです。もしかするとそれは、縄文人が創造
し脈々と語り継いだ“縄文神話”の世界なのかもしれません。
※写真の縄文土器を展示しています。
・蔵王町ふるさと文化会館ロビー／６月９日（日）まで

胴部に描かれた文様

鞘堂山遺跡から出土した土器

【ございんゆるコラム】

疲れがでる頃です

初めての長いゴールデンウィークが終わり、皆さんいかがお過ごしですか？
家族で旅行をしたり普段できない体験をするなど、リフレッシュされて休み明けの生活を過ごされて
る方も多いのでしょうね。
しかし中には、新生活が始まった４月から続く緊張の糸が長い連休で切れてしまい、休み明けに心身
に不調をきたす「五月病」に悩まされている人もいるかもしれません。ちょうど疲れがでる頃ですね。
蔵王町には、観光スポットやイベント(６月９日にはございんホールで「ふたり昭和歌謡祭」がありま
すよ♪) がたくさんあるので、疲れが溜まる前に自分に合った楽しみを見つけ、足を運んでみてはいか
がでしょうか？
問い合わせ／蔵王町ふるさと文化会館
令和元年５月１５日発行

電話：３３－２０１８ ＦＡＸ：３３－２０１９
編集 蔵王町教育委員会生涯学習課

昨年度の貸出状況や、１２月から１月にかけ

特別整理期間のため、５月１５日（水）～

て行ったアンケートの結果などを参考にして、

１７日（金）の３日間を休館とさせていただ
きます。休館中は、本の棚おろしと普段できな

５月並びに６月から以下の雑誌が新登場です。
美術手帖

婦人之友

い大掃除を行います。返却のみ受け付けており

関東・東北じゃらん

住む。

ますので、返却ポストをご利用ください。くわ
しくは下記の表をごらんください。
なお、休館中に返却期限が来ることはありま

４月から一年間、以下の雑誌が『雑誌スポン
サーのみなさん、あたたかい応援ありがとうご

いいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。

ざいます。
（以下、敬称略）
◆スポンサー：株式会社クレオ／１3 誌
Ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ！

自遊人

やさい畑

クウネル

私のカントリー

クロワッサン

すてきにハンドメイド

かぞくのじかん

日経ヘルス

暮らしの手帖

Ｋａｐｐｏ

うかたま

返却ポスト

本・雑誌

CD・DVD
・ビデオ

ございんホール

大

小

玄関左側

返却口

返却口

円田・宮・遠刈田

○

×

各出張所

りらく

◆スポンサー：株式会社
宮城ニコンプレシジョン／２誌
婦人公論

オレンジページ

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

サー制度』によって図書館に入ります。スポン

せんので、貸出延長のお申し出は開館日にお願

◆ ４ 月 の新 し い本 ◆

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～

ﾗﾍﾞﾙ
M 369

書名

著編者

出版社

東日本大震災<災害遺産>に学ぶ

谷口 宏充／共著

東京：海文堂出版

007

AI にできること、できないこと

藤本 浩司／著

東京：日本評論社

159

頭の中の貧乏神を追い出す方法

菅原 道仁／著

東京：KADOKAWA

211

ニューズウィークが見た「平成」 ①

298

極夜行前

角幡 唯介／著

東京：文藝春秋

336

「承認欲求」の呪縛

太田 肇／著

東京：新潮社

366

サラリーマン副業 2.0

小林 昌裕／著

東京：PHP 研究所

420

世界の仕組みを物理学で知る

松原 隆彦／著

東京：山と溪谷社

495

がんを生きぬくお金と仕事の相談室

辻本 由香／著

東京：河出書房新社

518

水道の民営化・広域化を考える

尾林 芳匡／編著

[東京]：自治体研究社

596

なんでも、漬けもの。

河井 美歩／著

東京：主婦と生活社

673

アパレル・サバイバル

齊藤 孝浩／著

東京：日本経済新聞出版社

743

花のマクロフォトレシピ ②

江口 愼一／著

東京：玄光社

784

超簡単!欧米流アプローチ&パットで 90 切り

吉田 洋一郎／著

東京：学研プラス

N ｱｻ

死にがいを求めて生きているの

朝井 リョウ／著

東京：中央公論新社

N ﾁﾈ

レフトハンド・ブラザーフッド

知念 実希人／著

東京：文藝春秋

ﾗﾍﾞﾙ
002

東京：CCC メディアハウス

ほんのなまえ

かいたひと

しゅっぱんしゃ

「文系?」「理系?」に迷ったら読む本

竹内 薫／著

東京：PHP 研究所

オリンピックを呼んだ男 田畑政治 ③

近藤 隆夫／著

東京：汐文社

にぎっておいしいきほんのおにぎり

寺西 恵里子／作

東京：汐文社

913 ﾄ

妖怪一家のウェディング大作戦

富安 陽子／作

東京：理論社

933 ﾚ

たのしいまきばのイースター

ロイス・レンスキー／作・絵

東京：徳間書店

なんでもおんなじ?

コリンヌ・アヴェリス／作

東京：フレーベル館

J ﾊ

おいせまいりわんころう ④

あおき ひろえ／文

東京：ブロンズ新社

T ﾁ

ぬにゅ〜ぽんぽん

ちかつ たけお／作

東京：KADOKAWA

289 ﾀ
596

G ﾊ

①

②

③

④

円田生産森林組合様より２０万円の寄付を
いただき、森林等の自然について楽しく学べる
本とＤＶＤを購入しました。ご利用ください。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

「みんなには
ないしょだよ」
Ｇイ『かぞくのヒミツ』
イソール／作，宇野 和美／訳(ｴｲｱｰﾙﾃﾞｨｰ)
Ｊイ『さいごのひみつ』
いとう ひろし／作(小学館)
Ｓヨ『宇宙人っているの?』(金の星社)
長沼 毅／作，吉田 尚令／絵

■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

４月の利用状況 開館日数：２５日
利用者数：1,426 人(57.0 人/日) 貸出点数：4,947 点(197.8/日)

蔵王町立図書館

電話 33-2018

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

