
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 今年も来年１月に日本漢検を蔵王町
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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。
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・注意事項／当日、
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【開催】秋のクリーン蔵王町デー

【開催】

 【募集】『ございんまつり２０２０』実行委員募集！！
毎年

を開催しています。

昨年度は「お茶」「フラワーアレンジメント」「よさこい」「オペラ」「ビーズアクセサリー」「英会話」

など、様々な活動をしている方々が、お祭りを盛り上げてくださいました。

この祭りは、実行委員会で内容を話し合い、みんなで作るお祭りです。開催するにあたり、企画から

共に考える実行委員会の仲間を募集します。団体の代表

ーや個人での参加も大歓迎です。

・お申込み･お問合

 

 【お知らせ】工事に伴う文化会館の休館について
ふるさと文化会館の電気設備工事実施に伴い、下記の日時は休館となります。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
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生涯学習だよりはＷＥＢでも配信中！フルカラーで
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・区  域／お住まいの地区内の公共の場所や道路など

・収 集 物／ペットボトル、空き缶、その他のごみ
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・そ の 他／詳細は各戸配付のチラシをご覧ください。

【開催】秋のクリーン蔵王町デー

【開催】日本漢字能力検定協会『漢検』
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お問合せ／

今年度の運動は、１５地区・４

花壇をつくっていただきました。

の栄誉を勝ち取りました。

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 結

最優秀賞（１団体）向

 努 力

モデル地

ございんゆるコラム「

【文化財コラム】縄文人の地域間交流
 蔵王町役場から西へ約

し、日々各地から取り寄せられた品物が並ぶこの場所には、今から約

劣らず遠く離れた地域とも活発に交流する縄文ムラがありました。
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劣らず遠く離れた地域とも活発に交流する縄文ムラがありました。 

年度に行なった発掘調査の出土品の中に、見慣れない文様の土器がありました。８の字状の

で、縄文を用いずに、刻み目を加えた隆帯と沈
ちん

線
せん

います。このような特徴の土器を探索していくと、同じ時期の北陸地 

」の土器であることが判明したのです。 

来す 

る土器、新潟県産・山形県産の黒曜石で作られた矢じりも確認され 

ました。西浦Ｂ遺跡の出土品から、蔵王山麓を拠点に各地と交流し 

※西浦Ｂ遺跡の出土品を展示しています。

を開催し 

で購入し、映画を楽 

ガーリ 

先生方の解説を聞きながら食べました。 

午後に開催したルー大柴氏による講演会「人生マウンテンありバレーあ 

みなさんおな 

で聞くことができました。当日は公民館講座英会話教室 

のメンバーと蔵王町国際交流協会のメンバーが、ボランティアとして会場 

１０時３０分 

を予定しております。 

花いっぱい運動（花いっぱいコンクール）

最優秀賞を受賞した向山区

みなさんのおじいちゃん、おばあちゃんは畑で野菜などを作っていますか？

カリウム、ビタミンなどの栄養素がたっぷり含まれており、紫外線対策、

健康で元気に過ごすため、夏野菜の摂取

ＦＡＸ：３３－２０１９

ＦＡＸ：３３－２５５２

蔵王町教育委員会生涯学習課 

団体の参加のもと開催され、各地区や団体で知恵を絞り、

厳正なるコンクール審査の結果、向山区が最優秀賞

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

♪」 

ｍのところに西浦Ｂ遺跡があります。現在、スーパーマーケットが開店

4,000 年前の縄文時代、現代に

年度に行なった発掘調査の出土品の中に、見慣れない文様の土器がありました。８の字状の

線
せん

文
もん

、列点
れってん

※西浦Ｂ遺跡の出土品を展示しています。

花いっぱい運動（花いっぱいコンクール） 

最優秀賞を受賞した向山区

みなさんのおじいちゃん、おばあちゃんは畑で野菜などを作っていますか？

紫外線対策、

摂取に心がけましょうね

ＦＡＸ：３３－２０１９ 

ＦＡＸ：３３－２５５２ 

団体の参加のもと開催され、各地区や団体で知恵を絞り、すばらしい

厳正なるコンクール審査の結果、向山区が最優秀賞

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

ｍのところに西浦Ｂ遺跡があります。現在、スーパーマーケットが開店

年前の縄文時代、現代に

年度に行なった発掘調査の出土品の中に、見慣れない文様の土器がありました。８の字状の

列点
れってん

文
もん

で装飾されて

※西浦Ｂ遺跡の出土品を展示しています。

 

最優秀賞を受賞した向山区

みなさんのおじいちゃん、おばあちゃんは畑で野菜などを作っていますか？

紫外線対策、熱中症予防、胃

に心がけましょうね

すばらしい

厳正なるコンクール審査の結果、向山区が最優秀賞

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

ｍのところに西浦Ｂ遺跡があります。現在、スーパーマーケットが開店

年前の縄文時代、現代に

年度に行なった発掘調査の出土品の中に、見慣れない文様の土器がありました。８の字状の

で装飾されて

※西浦Ｂ遺跡の出土品を展示しています。 

最優秀賞を受賞した向山区 

みなさんのおじいちゃん、おばあちゃんは畑で野菜などを作っていますか？ 

熱中症予防、胃

に心がけましょうね♪ 



■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 

 

「どこにいこうかな」 
Ｇﾌ『熱気球はじめてものがたり』 

（フレーベル館） 

マージョリー・プライスマン／さく 

福本 友美子／やく 

Ｓｽ『おはよう！しゅうしゅうしゃ』（偕成社） 

竹下 文子／作 鈴木 まもる／絵 

Ｓ08『じてんしゃギルリギルリ』（そうえん社） 

角野 栄子／さく しまだ ともみ／え 

 

 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

ブックラリーでゴールしたお友だちへのプ

レゼントは“ヨーヨー”と“知恵の輪”でした。

昨年度に引き続き、ゴールせずに夏休みを終え

てしまったお友だちが多かったようです。 

また、読書感想文コンクールにも多数の応募

をいただき、ありがとうございました。ただい

ま集計・審査中ですので、結果を楽しみにお待

ちください。 

◆ブックラリー2019 

対象学年 参加者 ゴール 

小学校２年生以下 217 29 

小学校３・４年生 77 16 

小学校５・６年生 48 8 

合計 342 53 

◆子ども映画会（８月１０日） 

子ども１０人、大人 8 人 合計１８人来場 

 

 

漏電検査に伴う停電のため、下記日程を臨

時休館といたします。 

利用者のみなさまには、大変ご迷惑をおか

けしますが、ご了承ください。 

日時：９月２２日（日）午前９時～正午 

  ※開館は午後１時を予定しています。 

 

特別整理期間のため、１０月１８日（金）

～２２日（火）の５日間を休館いたします。

休館中は、本の棚おろしと、普段できない大

掃除を行います。 

休館中はお問い合わせに答えることがで

きませんので、貸出延長のお申し出等は開館

日にお願いいたします。 

なお、１０月１９日（土）、２０日（日）

に開催される産業まつりのため、ございんホ

ールの駐車場は１８日（金）から３日間にわ

たって閉鎖される見込みです。返却ポストを

利用する際はご注意ください。 

 

休館に伴い、貸出期間を延長します。 

◆本・雑誌・紙芝居◆ 

１０月 ４日～８日貸出分は３週間 

◆CD・ビデオ・DVD◆ 

１０月１１日～１４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 

山の神々 坂本 大三郎／著 

トク盛り「名字」丼 高信 幸男／著 

①「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」が世界を

変える! 
中村 宇利／著 

ウーマン・イン・バトル マルタ・ブレーン／文 

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野 裕明／著 

②恐竜まみれ 小林 快次／著 

エネルギー400 年史 リチャード・ローズ／著 

福祉のまちづくり その思想と展開 高橋 儀平／著 

北朝鮮と観光 礒崎 敦仁／著 

明日へのスキャット 由紀 さおり／著 

齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 齋藤 孝／著 

小
説
等 

もう少し浄瑠璃を読もう 橋本 治／著 

クジラアタマの王様 伊坂 幸太郎／著 

ランチ酒 原田 ひ香／著 

③さよならの儀式 宮部 みゆき／著 

もう逃げない。 
和歌山カレー事件林眞

須美死刑囚長男／著 

 

 ほんのなまえ かいたひと 

絵
本
以
外 

父
と う

さんはどうしてヒトラーに投
と う

票
ひょう

したの? ディディエ・デニンクス／文
ぶん

 

④めくって発
は っ

見
けん

!えほん こうじげんば   

⑤貸
か し

出
だ し

禁
きん

止
し

の本
ほん

をすくえ! アラン・グラッツ／著
ち ょ

 

絵
本 

空
そ ら

の上
う え

には、何
なに

があるの? シャーロット・ギラン／文
ぶん

 

⑥だれのパンツ? シゲリ カツヒコ／作
さ く

 

うまれるまえにきーめた! のぶみ／さく 

 

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 

◆
８
月

の
新

し
い
本
◆ 

    

         ③                     ④                     ⑤                     ⑥ 

8 月の利用状況 開館日数：２６日 

利用者数：1,869 人(71.9 人/日) 貸出点数：6,606 点(254.0/日) 

蔵王町立図書館 電話 33-2018 

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

① 

 

② 

 

インターネット時代の新貨幣

の登場！ 

日本初！「全身骨格」を発掘

した男の発掘記 

宮部みゆきの新境地     こうじげんばのくるまがたくさん♪   どうして貸出禁止なの！！    「パンツ」のもちぬしは？ 

 


