生涯学習だより

2020 年（令和 2 年）
1 月 Vol．２２２

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】公民館講座『60 歳から始める 豊かな生活の準備教室』
回みなさんのこれからの生活が有意義なものとなるように、老後の費用や終活について学べる講座
を開催します。
一緒に楽しく学びませんか？申込みお待ちしております。
・日時･内容／①１月２８日（火）午前１０時から「美味しいコーヒーの作り方」
②２月 ７日（金）
〃
「老後にかかると思われる費用」
③２月１４日（金）
〃
「わくわくする終活セミナー」
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
・定
員／２０名程度（６０歳以上の方）
・参 加 費／無料（材料費の実費負担があります）
・申 込 先／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
生涯学習課 電話：３３－２０１８

【開催】２０１９B＆G 宮城ウインタースポーツフェスティバル
回今シーズン、みんなは雪と思いっきり触れ合ったかな？
今回は、加美町のやくらいガーデンを会場に、宮城県内のＢ＆Ｇ海洋センターがある１２市町の
小学生が集まり、ウインタースポーツフェスティバルを開催します。
雪といっぱい触れ合った人も！まだまだ遊び足りない人も！他市町のみんなと楽しく交流を深め
ながら、冬を満喫しよう♪
・日
時／２月１日（土）午前１０時から（午前９時３０分～受付）
・場
所／やくらいガーデン（加美町）
・集
合／蔵王町 B&G 海洋センター 午前７時１５分集合
・内
容／歩くスキー体験、そり遊び、雪遊び
・対 象 者／町内小学生（全学年）
・定
員／１０名程度
・参 加 費／１人 ９００円（体験料、昼食代等）※当日徴収いたします
・申込期限／１月１７日（金）まで
・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

【開催】第３回蔵王町算数・数学検定
回小・中学生は１年間学習したことの復習、大人の方は頭の体操に最適です。
ございんホールにて申込書を配付中！たくさんの申込みお待ちしております！
・日
時／２月９日（日）午前１０時から（午前９時３０分～受付開始、午前９時５０分～説明）
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
・検定の級／小学１年生から中学３年生までの各学年教科書内容から出題（応用問題有）
１０級（小１）～２級（中３）、１級（中学マスター）
・検 定 料／３００円 ※申込み時に納入
・申込期限／１月３１日（金）
・そ の 他／練習問題として日本算数数学検定の問題を用意しています。
・申 込 先／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
教育総務課 学び支援担当 髙橋 電話：３３－３００８

【開催】公民館講座『第２回ございんわくわく工作教室』
蔵王の豊かな自然の材料を使って、あなただけのウェルカムボードを作ってみませんか？皆さま
のご参加をお待ちしております！
・日
時／２月１１日（火・祝）午後１時３０分～午後３時３０分
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）創作の部屋
・内
容／蔵王の豊かな自然の材料を使ったウェルカムボードづくり
・対
象／幼稚園児、小学生
※幼稚園児および小学校低学年の方の参加については
保護者の同伴が必要です。
・講
師／宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター（ことりはうす）の皆さん
・募集人数／１５名程度
・参 加 費／４００円（当日集金いたします）
・申込期限／１月３１日（金）まで
・申込み先／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
生涯学習課 電話：３３－２０１８

【開催】第３１回Ｂ＆Ｇ会長杯蔵王町民スポーツ交流大会
回町内小学生を対象にドッヂビー、ドッジボール大会を開催します。運動不足になりがちなこの時
期に、体を動かしてスポーツを楽しみましょう。ほかの学校の人と友達になるチャンスかも！
・日
時／２月１６日（日）午前９時から（午前８時３０分～受付）
・場
所／蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター アリーナ及び武道場
・競
技／ドッヂビー（小学校３・４年生の部）ドッジボール（小学校５・６年生の部）
・対
象／町内小学生
・参 加 費／無料
・持 ち 物／運動できる服装、体育館専用シューズ、汗拭きタオル、飲み物
・申込み先／１月３１日（金）までに各学校へ申込書を提出してください
蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター）電話：３３－３３８８

★サークル紹介コーナー『ザ・碁・イン蔵王』
ザ・碁・イン蔵王は、毎週水曜日の午後、ございんホール和室にて囲碁を楽しんでいます。
１６名のメンバーで活動しており、和やかな雰囲気のもと囲碁をとおして交流しています。
また、３ヶ月に１回（６月・９月・１２月・３月）大会を開催しており、級位者・段位者の関係
がないハンデありのルールで行うため、未経験者の方も“優勝”のチャンスがあります。
現在、新規メンバーを募集しています。経験者はもちろん、興味のある方・初心者も大歓迎です！
一緒に楽しく碁を打ちましょう。活動の見学も大歓迎です！ぜひ、お越しください。
・日
時／毎週水曜日（月４回）正午～午後５時
・場
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）和室
・会
費／年３，０００円（前期・後期の２回にわけて集金）
※別途入会費（２，０００円）、文化協会会費（年１，０００円）をご負担いただきます。
・お問合せ／ザ・碁・イン蔵王 庄司（３３－２９１０）または山中（３４－２２８９）まで

◎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！

【報告】蔵王町教育講演会『高橋由伸氏スペシャルトークショー』
１２月１４日（土）にございんホールを会場に蔵王町教育講演会が開催されました。
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業の一環として、２００４年アテ
ネオリンピック野球日本代表の高橋由伸さん、報知新聞の水井基博さんを講師に招き、高橋さんの
生い立ちや自身の親との関係性などをお話いただきました。
総合司会のなべくらみほさんのスムーズな進行により、子どもの目線、親の目線での貴重なお話
を聞くことができたと思います。さらに、質疑応答や抽選会、子どもたちが直接高橋さんに野球の
アドバイスを受ける機会もあり、大いに盛りあがりました。
来場者からは、「話すこと１つ１つがとても心に残るいいトークショーだった」「子育てに役立つ
内容だった」
「あまりたくさん言わず本人を信じることが大事だと思った」などといった感想が寄せ
られ、非常に有意義な講演会となりました。

【報告】ジュニア・リーダーと一緒！にクリスマス会
１２月２２日（日）に蔵王ボランティアサークルこだま（ジュニア・リーダー）主催の「クリス
マス会」をございんホールで開催しました。
この日のために、ジュニア・リーダーは定例会などで準備を進めてきました。当日は、２２名の
町内小学生が参加し、ジュニア・リーダーと一緒にゲームをしたり、クリスマスケーキをデコレー
ションしてみんなで食べたりと、大いに盛り上がりました。
また、ジュニア・リーダーも合宿などで学んだコミュニケーション力やレクリエーションの技を
活かしながら小学生と接し、会を進行しており、また大きく成長しました！

【報告】ございんホールで消防訓練を実施しました

【報告】第３回 リフレッシュ♪ＭａｍａＣａｆｅ
１２月１７日（火）に『リフレッシュ♪ＭａｍａＣａｆｅ～クリスマスリース作り＆絵本の読み
聞かせ』を開催しました。
今回は、子育てサポーター“すまいるハート”の皆さんで企画・運営をし、親子で一緒にクリス
マスリース作り、クリスマス会を行いました。
クリスマスリース作りでは、和やかな雰囲気で、親子で協力してオリジナリティ溢れるリースを
作る様子が見られました。
クリスマス会では、へび人形や絵本の読み聞かせを行い、スペシャルゲストには“ざおうさま”
と“サンタさん”も登場し、とても盛り上がりました。
リースを作れない小さなお子さんがいても、すまいるハートの皆さんが見ていたので、お母さん
たちは安心してリースを作っていた様子でした。

１２月２５日（水）午前１１時からございんホールにおいて、職員と利用者が合同で参加する消
防訓練が実施されました。この消防訓練は半年に１度実施しており、今回は当日に会館で活動され
ていた蔵王フラサークルさんや自主学習をしていたございん寺子屋の小学生のみなさん、図書館利
用者の方々など計５０名が参加しました。
参加者は、約３分間で全員がスムーズに避難を終えました。その後、正面入り口前で水消火器に
よる消火訓練が行われ、参加者からは「訓練で体験することができてよかった」
「いい経験になった」
といった声が聞かれました。
＜消火訓練＞

＜避難誘導訓練＞

ございんゆるコラム「冬だからできること」
冬の寒さに、ついつい家にこもりがちになりますよね。
暖房のきいたあたたかい部屋で、ぬくぬくしていたいのが大人の本音ではないでしょうか？
でも、子ども達は「外で遊びたい！」と元気いっぱい。そんな時こそ家族で一緒にできて体も温
まる遊びを探してみましょう。
例えば「おしくらまんじゅう」や雪が降ったら「雪合戦」など、大人がまざっても楽しめる遊び
はたくさんあります。
寒い季節だからこそ出来る楽しみを是非見つけてみてくださいね♪
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
令和２年１月１５日発行
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日時：12 月２４日（火）
上映：『スノーマン』
参加人数：33 人（こども 25 人、大人 8 人）

◆『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

七十七銀行様より、小学校での英語学習に役
立つ英語・類語辞典や絵本を寄贈していただき
ました。

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

11 月１４日（木）に遠刈田小学校２年生、
12 月１７日（火）に永野小学校２年生が施設
見学にやってきました。
図書館についての質問をしたりメモをとっ
たりして、しっかり学んでいきました。

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。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

「ことしは・・・
ねずみどし」
Ｇレ『アレクサンダとぜんまいねずみ』
（好学社）レオ＝レオニ／作
J ウ『ちっちゃな ねずみくん』(ポプラ社)
なかえよしを／作
F タ『おむすび ころりん』
（鈴木出版）
香山 美子／文

■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
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著編者

新聞の読み方

池上 彰／著

①教皇フランシスコの「いのちの言葉」

森 一弘／著

②旅客機から見る日本の名山

須藤 茂／著

おひとりさまの最期

上野 千鶴子／著

正解は一つじゃない子育てする動物たち

齋藤 慈子／編

絵で見てわかる伝統建築の図鑑

斉藤 武行／著

帰りたくなる家

山崎 美津江／著

丸めないハンバーグ、包まないシュウマイ

近藤 幸子／著

③流されて円楽に 流れつくか圓生に

六代目三遊亭円楽／著

日曜俳句入門

吉竹 純／著

四肢奮迅

乙武 洋匡／著

ロボット・イン・ザ・スクール

デボラ・インストール／著

某

川上 弘美／著

④タスキメシ-箱根-

額賀 澪／著

星と龍

葉室 麟／著

ファーストクラッシュ

山田 詠美／著

ほんのなまえ

そ
の
他

絵
本

③

秋川 イホ／文

おねえちゃんって、すっごくもやもや!

いとう みく／作

この海を越えれば、わたしは

ローレン・ウォーク／作

ひとりぼっちのモンスター

アンナ・ケンプ／さく

⑥ノラネコぐんだんカレーライス

工藤 ノリコ／著

きょうりゅうたちもペットをかいたい

ジェイン・ヨーレン／文

１２月の利用状況 開館日数：２２日
利用者数：1,225 人(55.7 人/日) 貸出点数：2,163 点(98.3 日)

②

かいたひと

⑤みんなで守れ!ふくちゃんのいのち

④

①

⑤

⑥

蔵王町立図書館
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