【開催】公民館事業「ございんわくわく工作教室」
開催】公民館事業「ございんわくわく工作教室」
ざ お う いっとうぼり

生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！フルカラーで
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→
ご覧いただけます→ございんホール
ございんホール

検索

【告知
告知】
「夏季ございん寺子屋」今年も開設します
小中学生対象の夏休みございん寺子屋を開設します。宿題は早めに済ませて夏休みを楽しみましょう。
ぜひ、お友だち
ぜひ、お だちを誘って
誘って来てください。涼しい部屋で友達と一緒に勉強するのは楽しいですよ。
来てください。涼しい部屋で友達と一緒に勉強するのは楽しいですよ。
開設時間は午前９時から午前１１時５０分（平沢公民館は午前８時３０分から午前１１時２０分）までです
開設時間は午前９時から午前１１時５０分（平沢公民館は午前８時３０分から午前１１時２０分）までです。
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【開催
開催】
「山の日」制定記念

※今年、平沢小
※今年、
平沢小学校と遠刈田
と遠刈田
小
小学校は、
、公民館ではなく小
公民館ではなく小
学校のいつもの教室を借用
しました！プールのついで
に学習できます♪

『蔵王
蔵王一刀彫』がどのように作られるのか、実際にプロの技を見て・ふれてみませんか？
この夏、特別な体験をしてみたい皆さんのご参加をお待ちしております！
・日
時／８月７日（水）午後１時３０分～午後３時３０分
・内
容／蔵王一刀彫の世界を学ぶ、木彫り体験、におい袋づくり
・会
場／蔵王町
蔵王町ふるさと文化会館
ふるさと文化会館 創作の部屋
・対
象／蔵王町在住の幼稚園児と小学生の皆さん（保護者同伴可）
象／蔵王町在住の幼稚園児と小学生の皆さん（保護者同伴可）
・講
師／ざおう彫刻工房 石橋 康宏 氏
・募集人数／
・募集人数／１５
１５名
・参 加 費／５００円（当日集金いたします）
・申し込み／
申し込み／蔵王町ふるさと文化会館
蔵王町ふるさと文化会館【７月３１日（水）締切】
蔵王町ふるさと文化会館【７月３１日（水）締切】

【報告
報告】地域学校協働活動事業
地域学校協働活動事業 円田小学校「歴史出前授業」
円田小学校６年生では、７月３日（水）に歴史出前授業の第２回目がおこなわれ、小学校を飛び出
円田小学校６年生では、７月３日（
に歴史出前授業の第２回目がおこなわれ、小学校を飛び出
し地域の史跡めぐりに出かけました。社会科で勉強している時代の流れと蔵王町の歴史をリンクさせ、
し地域の史跡めぐりに出かけました。社会科で勉強している時代の流れと蔵王町の歴史をリンクさせ、
ひがしね こ ふ ん ぐ ん

・お問合せ
お問合せ／教育総務課
／教育総務課 電話３３－３００８
３３－３００８

第 4 回ざおう
ざおうさまトレッキング
さまトレッキング
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東根古墳群（古墳時代
古墳時代）～
～ 丈 六 阿弥陀如来坐像・弥陀の杉
の （平安時代
平安時代）～西小屋館
西小屋館跡（
（鎌倉室町時代
鎌倉室町時代）
ひょうろうだて あと

～兵
兵 糧 館 跡（戦国時代
戦国時代）と見学しました。身近な遺跡に触れて学ぶことで、歴史豊かな蔵王町をもっ
と見学しました。身近な遺跡に触れて学ぶことで、歴史豊かな蔵王町をもっ
と好きになってもらえたら嬉しいですね。

今夏も、蔵王町・宮城蔵王ガイド協会共催
今夏も、蔵王町・宮城蔵王ガイド協会共催「山の日」制定記念「第
「山の日」制定記念「第 4 回ざおうさまトレッキング」
を行います。眼下に御
を行います。眼下に御釜を見ながら熊野岳を目指すコースです。山頂では、毎年大好評のお楽しみ抽
釜を見ながら熊野岳を目指すコースです。山頂では、毎年大好評のお楽しみ抽
選会もあります。たくさんの皆様のご参加お待ちしております。
・日
時／８月１１日（日） 集合：刈田無料駐車場（蔵王刈田
集合：刈田無料駐車場（蔵王刈田リフト乗り場）午前８時３０分
リフト乗り場）午前８時３０分
お

た

かみしつげん

・コ
コ ー ス／刈田無料駐車場～お釜絶景ポイント～熊野岳（往復）～
／刈田無料駐車場～お釜絶景ポイント～熊野岳（往復）～
／刈田無料駐車場～お釜絶景ポイント～熊野岳（往復）～御田
御田の神湿原（希望者）
・参
参 加 費／
／１，０００円
１，０００円（小学生以下５００円）記念品・お楽しみ抽選会あり
（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）
※送迎シャトルバスは、蔵王町ふるさと文化会館と遠刈田公民館から乗車できます
蔵王町ふるさと文化会館と遠刈田公民館から乗車できます（予約制）
・申し込み／
・申 込み／E-mail mzao.guide@gmail.com または FAX（０２２４－２６－９４０３）
（０２２４－２６－９４０３）
①参加者名（年齢）②代表者の住所・携帯番号・
参加者名（年齢）②代表者の住所・携帯番号・
参加者名（年齢）②代表者の住所・携帯番号・メールアドレス
メールアドレス
③緊急連絡先番号をお知らせください（※電話での受付は行っておりません）
・お問合せ／宮城蔵王ガイド協会 電話０９０－７０６６－３９１４

【報告
報告】ジュニア・リーダー初級研修会Ⅱ
ジュニア・リーダー初級研修会Ⅱ
６月２２日（土
６月２２日（土）～６月２３日（日）の
）～６月２３日（日）の 2 日間、蔵王自然の家を会場にジュニア・リーダー初級研
修会Ⅱを開催しました。
修会Ⅱを開催しました。
本年度は初の試みとなる柴田町ジュニア・リーダーとの 2 町合同で行いました。最初は戸惑う様子
も見えましたが、活動を重ねていくにつれ積極的に活動する子
が増えました。また
が増えました。また、柴田町の子とコミュニケーションをとる
柴田町の子とコミュニケーションをとる
姿も見られ、頼もしいジュニア・リーダーへ成長しました。
このジュニア・リーダーたちが所属する「蔵王ボランティア
サークルこだま」
サークルこだま」では、地域の子ども会行事などのお手伝いを行
は、地域の子ども会行事などのお手伝いを行
っています。派遣の依頼や相談については、お気軽に事務局
っています。派遣の依頼や相談については、お気軽に事務局まで
まで
お問い合わせください。
・お問合せ／生涯学習課
・お問合せ／生涯学習課 電話３３－２０１８

【報告】文化会館事業「ふたり昭和歌謡祭出張公演
【報告 文化会館事業「ふたり昭和歌謡祭出張公演 in 蔵王」
昨年に引き続き、６月９日（日）
昨年に引き続き、６月９
日（日）
「ふたり昭和
「ふたり昭和歌謡祭 出張公演 in 蔵王」
を開催しました
を開催しました。県内で活動している
県内で活動している
県内で活動しているシンガーソングライターの
シンガーソングライターのティーナ・
シンガーソングライターのティーナ・
カリーナさんと、
カリーナさんと、白石出身で
白石出身で劇団ニ
劇団ニホンジンプロジェクトンの
ホンジンプロジェクトンのボーカルであ
ホンジンプロジェクトンのボーカル
であ
るエムサイ
エムサイズ佐久間さんに
ズ佐久間さんに昭和の名曲の数々を披露していただきました。
ズ佐久間さんに昭和の名曲の数々を披露していただきました。
来場された４００名のお客様は、興奮と感動の公演を楽しんでいました。
アンコールでは「ざおうさま」が共演し、会場全体が盛り上がりました。

【文化財コラム】蔵王産黒曜石と縄文人
こくようせき

平成２０年９月１７日の河北新報紙上に「黒曜石
平成２０年９月１７日の河北新報紙上に「 黒曜石 蔵王も産地か 登米高生が地層発見」という記
事が掲載されました。黒曜石の分布調査に取り組んでいた登米高校の自然科学部が、蔵王町内でこれ
事が掲載されました。黒曜石の分布調査に取り組んでいた登米高校の自然科学部が、蔵王町内でこれ
まで知られていなかった黒曜石を含む地層を発見したという報せでした。
黒曜石は火山岩の一種で、溶岩となったマグマが急冷されてでき
た天然のガラスです。神秘的な漆黒の光沢と、割れ口の鋭い切れ味
が人びとを魅了し、縄文人が石器の材料として好んで用いました。
北海道の白滝、長野県の和田峠など列島各地で大小の産地が知られ、
県内では仙台市秋保や加美町が知られていましたが、蔵王町周辺で
は初めての発見です。
その後、町内の縄文時代の遺跡から出土した黒曜石の成分を分析
したところ蔵王産と一致し、縄文人が石器の材料として用いたこと
が判明しました。黒曜石は縄文人の交易品にもなっていたようです。
今後、研究が進めば遠く離れた地域でも蔵王産黒曜石で作られた
石器が発見される可能性があります。
※蔵王産黒曜石の原石と
ロビー／８月１２日（月）まで
石器を展示しています
・蔵王町ふるさと文化会館
蔵王町ふるさと文化会館
蔵王町ふるさと文化会館ロビー／８月１２日（月）まで

いよいよ夏がやってきます
【ございんゆるコラム】
【ございんゆるコラム】いよいよ夏がやってきます
暑い日が続くと夏バテの症状がでてきませんか？
食欲も落ち、冷たい物やそうめんなどあっさりし
暑い日が続くと夏バテの症状がでてきませんか？食欲も落ち、冷たい物やそうめんなどあっさりし
た食べ物だけで済ませがちになりますよね。そういった食事は栄養のバランスが崩れやすくなるよう
た食べ物だけで済ませがちになりますよね。そういった食事は栄養のバランスが崩れやすくなるよう
といった香味野菜を使って食欲増進させる工夫をしたり、
などのネ
です。
です。ショウガ
ショウガやミョウガ
ミョウガといった香味野菜を使って食欲増進させる工夫をしたり、
といった香味野菜を使って食欲増進させる工夫をしたり、オクラなどのネ
バネバ野菜を使って スタミナアップと夏バテしにくいからだづくりをめざしましょう♪
バネバ野菜を使って、スタミナアップ
スタミナアップ 夏バテしにくいからだづくりをめざしましょう♪
問い合わせ／蔵王町ふるさと文化会館
令和元年７月１０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

リサイクル市を開催し
ました。雨の中、お越し

★８月１０日（土）
午前１０時～午前１１時３０分
★ございんホール 多目的ホール
※入場無料、予約もいりません

図書館からのプレゼントがありますよ！

小学校２年生までは２０冊、３年生から６年
生までは１５冊以上の本を読んで、プレゼント
ったら、感想文も書いてみてください。

■ナツドクのススメ＆
しゅくだいはおまかせ！
おもしろい本や宿題に役立つ本がたくさん！
（２０日から）

図書館からのお知らせとお願いです。

＊館内はキンキンには冷やしません
エアコンの温度は、館内の温度計を見なが
ら調整していますので、安心して過ごしてく
ださい。

＊館内の飲食禁止にご協力ください
体調管理のため、こまめな水分補給は必要
ですが、水筒やペットボトルは机の上に出さ
ず、バッグにしまっておいてください。
飲食・休憩はロビーでお願いします。

松下 孝太郎／共著

令和を生きていくときに考えてほしいこと

学研プラス／編

解決 BOOK
AI 時代の小学生が身につけておきたい一
生モノの「読解力」

高草木 陽光／著

福島 美智子／著

鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」

鎌田 實／著

プラスチック・フリー生活

シャンタル・プラモンドン／著

若者力

日本農業新聞取材班／著

武田隊長の一流吹奏楽団の作り方

武田 晃／著

② 1 回読んだら忘れない中学英語

久保 聖一／著

アタラクシア

金原 ひとみ／著

みらいめがね

荻上 チキ／著

<レンタルなんもしない人>という
サービスをはじめます。
死者の饗宴

絵本

入口すぐ近くに特設コーナーが登場します。

３９人
３０５冊
９，６９５円

絵本 以外

をもらおう（２０日から）。すてきな本に出会

来場者数：
売上冊数：
売上金額：

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

■ブックラリー＆
読書感想文コンクール

ざいました。

著編者

今すぐ使えるかんたん Scratch

① 心が折れそうな夫のためのモラハラ妻

小説等

※小さなお子さんは、保護者の方と来てください

いただき、ありがとうご

①
書名

小説等 以外

７月６日、７日に雑誌

■子ども映画会
『ペリーヌ物語』上映

◆ ６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～

②

レンタルなんもしない人／著
ジョン・メトカーフ／著

ほんのなまえ

かいたひと

ひとりで、考える

小島 俊明／著

③ぎりぎりいきもの事典

成島 悦雄／監修

④ソンジュの見た星

リ ソンジュ／著

⑤あしたはきっと

デイヴ・エガーズ／文

ぼくのなまえはへいたろう

灰島 かり／文

⑥フシギなさかな

尾崎 たまき／写真・文

＊飲み物と同じバッグに入れるときは、
毎週土曜日の午後３時から、図書館内『おは

本が濡れないようご注意ください

なしの森』でおはなし会をしています。１０～

カビ発生のおそれがあるため、状態によっ

１５分程度ですので、気軽におこしください。

③

④

⑤

⑥

ては弁償をお願いする場合があります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

「うみ？やま？
？？のなか！」
Ｇテ『あなのなかには…』
（フレーベル館）
レベッカ・コッブ／作・絵

長友 恵子／訳

Ｊシ『としおくんむし』
（光村教育図書）
ねじめ 正一／文 高畠 那生／絵
Ｓサ『なにができるでしょーか？』
（白泉社）
大森 裕子／さく

■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

６月の利用状況 開館日数：２２日
利用者数：1,377 人(55.08 人/日) 貸出点数：4,519 点(180.76/日)

蔵王町立図書館

電話 33-2018

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

