生涯学習だより

2020 年（令和２年）
2 月 Vol．223

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

【お知らせ】新生活準備コーナー展示中！！
回２月～４月の期間、蔵王町立図書館内に「新生活準備コーナー」を設置しています。
小学校や幼稚園・保育所に行くのが楽しみになる本やリーフレットを集めました！
おうちの方の気持ちに寄り添う絵本や子育てのヒントになる本もありますのでぜひご覧ください。

【開催】ございんまつり２０２０
ございんホールを会場に活動している団体がアイデアを出し合いながら
作るお祭り、「ございんまつり」を今年も開催いたします。
当日は、バラエティー豊かな体験ブースやステージ発表、すいとん汁の
ふるまいなどがあり、スタンプラリーで豪華な景品もゲットできます。
3 月１日はございんまつりにぜひお越しください。
・開 催 日／令和２年３月１日（日）午前１０時～午後２時
・会
場／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
※入場料、体験料は無料です。

◎蔵王町オリジナルの新生活支援グッズを配布しています。
こちらはご自由にお持ち帰りいただけます。
・紙芝居「できるかな」（冊子版）
・保護者向け「できるかな」
・「はやね はやおき あさごはん」チェックシート

【開催】Ｂ＆Ｇ e スポーツ体験会～ゲームでエクササイズ～
回Ｂ＆Ｇ海洋センターを会場に「e スポーツ体験会」を実施いたします。

★サークル紹介「ＺＡＯフラサークル」

e スポーツとはエレクトロニック・スポーツの略で、コンピュータゲームをスポーツ（競技）とし
て行う物となっており、世界大会や国体競技（文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）でも行われております。
今回は、e スポーツの中でも「体験型」の物にスポットを当て、ニンテンドースイッチの人気ゲー
ム「リングフィットアドベンチャー」や「フィット ボクシング」などの体験コーナーを設置します。
老若男女楽しめますので、是非、体験にお越しください。
・開 催 日／令和２年３月７日（土）午前９時３０分～午後４時
・会
場／蔵王町Ｂ＆Ｇ海洋センター 武道場
・内
容／体験型 e スポーツ（ﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ、ﾌｨｯﾄ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞなど）
・対 象 者／小学１年生以上※６０歳以上の方も楽しめます。
・参 加 費／無料
・事前申込／不要
・そ の 他／体験台数に限りがあり、体験者多数の場合は１回の体験時間を制限いたします。
・申 込 先／蔵王町スポーツ振興課（Ｂ＆Ｇ海洋センター）
電話：３３－３３８８ ＦＡＸ：３３－２５５２

【報告】地域学校協働活動事業

永野小学校「永野たんけん隊

縄ない」

回ＺＡＯフラサークルは、毎週水曜日の午前、ございんホール多目的ホールにてフラダンスを楽し
んでいます。
今年で結成１２年目となり、現在２１名のメンバーがワイワイ楽しく活動しています。また、ボ
ランティアとして老人ホームで踊ったり、蔵王高原春祭りやございんまつりに出演したりと、たく
さんのイベントでフラダンスを披露しています。今年の秋には、福島にあるスパリゾートハワイア
ンズでも踊ります！
身体を動かすことが好きな方、運動不足だと感じている方にもおすすめです。経験者はもちろん
初心者の方も大歓迎です。少しでも興味のある方一緒に楽しく活動しましょう♪
・日
・場

時／毎週水曜日 午前９時３０分～正午
所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）多目的ホール
※貸館状況により、場所・部屋の変更あり
・会
費／月２，０００円
※その他、文化協会会費（年１，０００円）をご負担いただきます。
・お問合せ／ＺＡＯフラサークル 大槻 電話：３２－２３５６
または、蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）電話：３３－２０１８

２月５日（水）永野小学校３年生のみなさんと、今年度最後（第 4 回目）となる「永野たんけん
隊」で“縄ない体験”を行いました。
稲わらやつつぼなど、縄ないに使う道具はボランティアの方々が事前に準備してくださいました。
はじめは上手に縄をなう事ができなかった児童でしたが、ボランティアの方々の丁寧なアドバイスで
コツをつかみ、長く上手になうことが出来ました。
「永野たんけん隊」をとおして地域ボランティアの方々と関わる事により、児童にとって忘れるこ
とのできない貴重な体験になったようです。

ございんゆるコラム 「冬の夜空」
立春が過ぎた今の季節は一年で最も寒い時期です。冬の夜空は空気が
澄み渡り、星がいつもに増してきれいに見えますね。
南の空に見えるオリオン座は、冬の星座の代表格と言われ、最も見つけ
やすい星座となります。晴れた夜には是非暖かい格好をして、家族や大事
な人と冬の夜空を楽しんでみるのも良いですね。
問い合わせ／蔵王町ふるさと文化会館
令和２年２月１４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

図書館の雑誌の中には、“雑誌スポンサー制
度”によってみなさんに提供されているものが
あります。今年度は、株式会社クレオさん、株
式会社宮城ニコンプレシジョンさん、蔵王整骨
院さん、エコファーム蔵王株式会社さんが雑誌
スポンサーとして図書館を応援してくださっ

※くわしくは図書館までお問い合わせください。

２月１日より、新生活応援コーナーが登場し
ています。小学校や保育所・幼稚園が楽しみに
なる絵本、生活習慣を学ぶ絵本、
“はやね はや
おき あさごはん”チェックシートなどが並ぶ
予定です。入学・入園・進級など、４月からの
新生活に向けて役立つ本ばかりですので、ぜひ
ご利用ください。

ラベル

タイトル（演奏者）

A-12

クラシック名曲アルバム ベスト

A-26

オルゴール セレクション

A-2 ｱ

瞬間的シックスセンス（あいみょん）

A-2 ｱ

5×20 All the Best!! 1990-2019（嵐）

A-2 ｽ

LOVE（菅田 将暉）

A-45

聴く、名作文学～朗読～ ベスト

A-K3

ドラえもん うたのコレクション

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。１０～１
５分程度ですので、気軽におこしください。

「犬 vs 猫～因縁の戦い～」
６４５『ニッポンの猫』(新潮社)
岩合 光昭／写真と文
７４８『癒やされない犬のほん』(新風舎)
江村 伸雄／著
Ｎアリ『絵本 旅猫リポート』（文藝春秋）
有川 浩／文
Ｎコン『さいごの毛布』
（KADOKAWA）
近藤 史恵／著

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

ています。
雑誌スポンサーになると、最新号のカバー表
紙側に「スポンサー名」裏表紙側に「全面広告」
が掲出できます。広告宣伝だけでなく、図書館
への雑誌提供という形で社会貢献活動を行っ
ていることを多くの方にＰＲできます。雑誌ス
ポンサーは企業もしくは団体が対象です。ぜ
ひ、ご協力をお願いいたします。

新しいＣＤの一部を紹介します。ＣＤは、Ｄ
ＶＤとあわせて２点まで借りられます。

◆ １ 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

書名

著編者

出版社

007

ＡＩの時代と法

小塚 荘一郎／著

岩波書店

159

老いのトリセツ

石川 恭三／著

河出書房新社

188

真贋力

有馬 頼底／著

幻冬舎

288

令和即位の礼

朝日新聞出版／編

朝日新聞出版

２０３０年の世界地図帳

落合 陽一／著

ＳＢクリエイティブ

366.2

304

職場のあの人、もしかして発達障害？と思ったら

木津谷 岳／著

秀和システム

369.4

行列のできる児童相談所

井上 景／著

北大路書房

498.3

人生を変えるサウナ術

本田 直之／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

596

サクランボの丸かじり

東海林 さだお／著

朝日新聞出版

686

東京駅の扉

佐々木 直樹／著

日本写真企画

中右 瑛／監修

パイインターナショナル

信友 直子／著

新潮社
論創社

721

浮世絵でみる!英雄豪傑図鑑

①

916 ﾉ

ぼけますから、よろしく願いします。

933 ﾋ

至妙の殺人

Ｌ．Ｊ．ビーストン／著

953 ﾃ

本当の人生

アンドリーヌ・デュドネ／著

東京創元社

Ｎ ｵﾝ

歩道橋シネマ

恩田 陸／著

新潮社

N ｸﾛ

桃源

黒川 博行／著

集英社

ﾗﾍﾞﾙ

②

ほんのなまえ

かいたひと

しゅっぱんしゃ

377

ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル

こどもくらぶ／編

596

みらいおにぎり

桧山 タミ／著

文藝春秋

750

作って遊ぶ!忍者になるおもちゃ図鑑 ③

木村 研／著

講談社ビーシー

913 ｻ

虹いろ図書館のへびおとこ

櫻井 とりお／著

河出書房新社

913 ｻ

しょうがくせいのおばけずかん

斉藤 洋／作

講談社

なんと！ようひんてん

石川 基子／作

講談社

チョン ミジン／再話

光村教育図書

いしかわ こうじ／作・絵

偕成社

J ｲ
Ｆ ｲ

イワシ大王のゆめ

Ｔ ｲ

おめんです ２

①

④
②

岩崎書店

③

④

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
「ねずみ には まけにゃい」
Ｊマ『ネコヅメのよる』(WAVE 出版)
町田 尚子／作
Ｇク『なんびきのねこたちおどる？』
キャロライン・スタットソン／文
ジョン・クラッセン／絵(犀の工房)
Ｓオ『ねこのたくはいびん』（講談社）
奥野 涼子／作

■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

１月の利用状況 開館日数：２３日
利用者数：1,486 人(64.6 人/日) 貸出点数：5,016 点(218.1 点/日)

蔵王町立図書館

電話 33-2018

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

