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 家庭で簡単にできる体のケアを体験してみませんか？ゆったりと体を動かし、足腰の痛みを緩和して

いきます。「ヨガは初めて」「運動は苦手」という方も大丈夫！寒さでかたくなっている体を温め、心身

をリラックスさせていきましょう。 

 ・日時／平成２５年２月３日（日）午前１０時００分～午前１１時３０分 

 ・会場／ございんホール 和室 

 ・対象／おおむね６０歳以上の方 

 ・募集人数／２０人程度 

 ・受講料／５００円 

 ・持ち物／バスタオル２枚、５本指の靴下、動きやすい服装 

 ・申込み期限／平成２５年１月２５日（金） 

 ・申込先／ございんホール 

 

 

 町教育委員会では、子どもの学力向上を図る一環として、中学生・高校生・受験生を対象としたござ

いん寺子屋を開校します。勉強に集中できる静かな自主学習の場を提供し、高校入試、大学入試、日々

の学力向上に向けて頑張る君を応援します！ 

 ・日時／平成２４年１２月２２日、２３日、２４日、２６日、２７日 

     平成２５年１月４日、５日、６日 【計８日間】 

     午前１０時００分～午後５時００分 

 ・会場／ございんホール 旧パソコン室 

 ・対象／町内にお住いの中学生、高校生、受験生 

 ・内容／自主勉強の場を提供（勉強を指導する先生はおりません） 

 ・定員／１０人 

 ・申込方法／利用する日の午前１１時までに、ございんホールに電話 

または直接来館の上ご利用ください。 

 ・利用上の注意／室内での私語、携帯電話の使用、水分補給を除く飲食は禁止です。 

 

 

 １１月１３日から３回にわたり、ございんホールにおいて家系図の作

り方講座が開催されました。 

家系図の作成に必要な基礎知識や、自分のルーツを深く知るための歴

史や暦についても学び、３回目の講義終了時には江戸末期～明治初期ま

でさかのぼった家系図を完成させることができました。 

 参加者の皆さんからは「自分の家の歴史を知ることができ、家族の絆

が深まりました」「ご先祖様をより身近に感じました」等の感想をいた

だきました。 

 

 

 １１月１８日、ございんホールにおいて蔵王町教育講演会が開催され

ました。講師の新田新一郎先生は、子どもの頃ジュニア・リーダー活動

を通して、地域の方々から「ありがとう」「頑張って活動しているね」な

ど、やる気や励ましの言葉をたくさんいただいたそうです。 

その経験から、今度は自分が地域の子どもたちを育てていく番だとい

うことで、現在の活動につながっているとのお話しをいただきました。 

 
 

 １１月１日より開催された、毛筆・硬筆基礎講座。硬筆の部で

は全３回の講座を全員が欠席することなく参加し、文字を正しく

整え、丁寧に書くことを学びました。毛筆の部では、筆の「とめ」

「はらい」などの運びからから、筆の洗い方まで学びました。 

 講師の杉山先生からは「その時だけきれいに書けるのではなく、

普段からきれいに書くためのポイント」を指導いただき、参加し

た子どもたちは熱心に耳を傾けていました。 

 なお、参加申込みが早々と定員に達したため、受講希望に添え

ない方がおられましたこと、大変申し訳ございませんでした。 

 

 

 町文化協会主催による、第８回蔵王ふるさとファンタジー（１１月２５日）と、第３１回民謡舞踊発

表会（１２月９日）が、ございんホールを会場に開催されました。 

 発表者の皆さんは、きらびやかな衣装を身にまとい、日頃の練習の成果を余すことなく発表し、会場

のお客さんからは大きな拍手が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １２月５日、イズミティ２１において「２０１２みやぎふるさと

ＣＭ大賞発表審査会」が開催されました。ふるさとＣＭ大賞は東日

本放送の主催で、宮城県内の市町村がアイディアあふれる３０秒の

ふるさとＣＭを作り、広く県民の皆さんに知っていただこうという

企画で、今回は３０市区町村から３３作品がエントリーされました。 

 蔵王町からは、蔵王町青年団体連絡協議会のメンバーが作成した

ＣＭ「水からもらった恵み」をエントリー。町の豊かな自然と湧き

水をＰＲしました。 

 審査会の模様は、平成２５年１月３日（木）午後４時００分から、    

東日本放送で放映されますので、どうぞご覧ください。 

 

 

 子どもたちにとっては待望の冬休みがやってきます。寒さ厳しいこの時期、ございんホール室内で過

ごす子どもたちも大勢おります。公共施設でのルールやマナーをもう一度再確認し、楽しい冬休みにな

るように、ご家庭でも話し合ってみてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

この後ろ向きのキャラクターは 

一体何者？答えは番組をみてね！ 

貴重品は自己管理で 

不特定多数の方が 

来館する施設です 
ゴミはゴミ箱へ 

帰宅時間を 

守ろう 

テーブルは 

ゆずりあって 

使いましょう 



 
 

こんにちは。ございん家の母、蔵子(くらこ)です。雪がチラチラ舞い、寒さも本番ですね。寝るとき

には子どもをぎゅ～っと抱きしめて、暖をとっている今日この頃です。 

さて突然ですが、みなさんはお子さんや旦那さん、奥さんを最後に抱きしめた

のはいつでしょうか？私たち日本人は、諸外国のように初対面の人と握手をした

り、ハグ(抱きしめる)したりする習慣がありませんので、スキンシップには抵抗

感がある方も多いと思います。しかし今、スキンシップの大切さがあらためて見

直されているのです。 

それじゃあ一日中お子さんとベタベタしてればいいの？といっても、お母さん

が疲れてしまいますよね。おすすめなのは、５分でもよいので、お子さんの目を

しっかり見て抱っこをしてあげてほしいのです。そうすると、子も親も愛情がよ

り深まり、信頼感が増すホルモンが分泌されます。このホルモンが通称『絆ホル

モン』と呼ばれており、情緒を安定させる効果もあります。 

「うちの子、抱っこする年じゃないし…」「母ちゃんを今さら抱きしめるのは 

恥ずかしいし…」そんな方には、肩をもんであげたり、手のひらをマッサージ  

してあげたりするだけでも、絆ホルモンはたくさん分泌されます。リラックスす

ることで、ぐっすりと眠れたり、血圧が安定するなど身体に良い効果をもたらす

そうですよ。 

家族で過ごすことが多くなる年末年始、ちょっと意識してスキンシップをして

みませんか？もちろんたっぷりの「愛情」を込めるのを忘れずに(*^_^*) 

 

 

 蔵王の山にも雪が積もり、いよいよウインタースポーツシーズン到来です！スノーボードの基本を楽

しく学びましょう。 

 ・日時／平成２５年１月１９日（土） 

午前７時５０分ございんホール集合 

午後３時３０分ございんホール解散 

 ・会場／みやぎ蔵王えぼしスキー場 

 ・対象／スノーボード初心者の、小学４年生～中学２年生 

 ・募集人数／２５人 

 ・参加費／２，０００円（リフト券、スキー汁付き） 

      ※シーズン券をお持ちの方は、受講料１，０００円 

 ・持ち物／スノーボード一式、スキーウエア、手袋、帽子、 

おにぎり、参加費、着替え 

      ※スノーボード、ブーツはレンタルができます。レンタルご利用の方は、 

小学生１，２５０円、中学生２，０００円が別途必要となります 

 ・申込み期限／平成２５年１月６日（日） ・申込先／海洋センター 

 

 

 平成２５年２月３日に開催される、第２４回Ｂ＆Ｇ会長杯スポーツ交流大会へ向けた審判講習会を開

催するにあたり、実際にドッジボールを行っていただくモデル選手を募集します。大会への予行練習や

作戦会議の場としても活用できますので、ふるってご参加ください。 

 ・日時／平成２５年１月２０日（日）午前９時３０分開始、午前１１時５０分終了予定 

 ・会場／海洋センターアリーナ 

 ・対象／小学５・６年生 

 ・募集人数／各地区５人以上 

 ・参加費／無料 

 ・持ち物／運動のできる服装、体育館専用シューズ 

 ・申込み期限／平成２５年１月１１日（金）  ・申込先／海洋センター 

 
 

 生涯学習だより１１月号でもお知らせした、成人向けスキー教室の参加者をまだまだ募集しています。

学校行事でのスキーボランティアに参加される方や、お子さんやお孫さんにスキーを教えたい方にぴっ

たりな内容となっております。どうぞご参加ください。 

 

・日時／平成２５年１月６日、１３日、２０日【計３回】 

午前９時００分～午後１時００分 

・会場／えぼしスキー場 

・対象／１８歳以上の町民及び町内勤務者 

・募集人数／２０人 

・受講料／２，０００円（３回分） 

※指導内容によりリフト券は各自別途購入になります 

・講師／みやぎ蔵王スキークラブ インストラクター 

・持ち物／スキー用具一式（レンタルの方は要相談） 

・申込み期限／１２月２４日（月） 

・申込先／海洋センター 

 

 

 １１月２３日、海洋センターにおいて標記大会が開催されました。

ＨＨＦとは、「ヘッド(知識)」「ハート(精神力)」「フット(体力)」の

頭文字をつなげたもので、子どもたちの知識を深めて強い精神と体

力の向上を図ろうと、町スポーツ少年団連絡協議会が活動を展開し

ているものです。 

 大会では、平成２４年度の表彰も行われ、蔵王ジュニアバレーボ

ールクラブ女子が団体表彰を受け、その他優秀な成績を収めた団員

や、チームに大きな貢献をした団員が表彰されました。 

 スポーツ交流では、団体を超えたチーム編成でニュースポーツのドッチビーを行いました。低学年や

女の子に対する特別ボーナスポイントも与えられたため、白熱した熱戦が繰り広げられました。 

 
 

 町教育委員会では、協働教育プラットフォーム事業（地域全体で子どもを育てていく仕組みづくり）

を行っています。その事業の一環として、ボランティアさんによる授業が円田小学校で開催されました。 
 

≪身近なもので作って遊ぼう≫ 
樋口洋画子さん（東根）を講師に迎え、１年生の授業で行われま

した。牛乳パックで作ったお皿に、子どもたちが集めた落ち葉を貼

った作品を作りながら、リサイクルの話しや物を大切にする心を教

えていただきました。 

授業の終わりには樋口さん手作りの、牛乳パックで作ったミニラ

ンドセルをプレゼントしていただきました。 
 

≪町に伝わる民話を聞こう≫ 
蔵王語り部の会のみなさんを講師に迎え、３年生の授業で行われ

ました。納豆和尚やカエルとサルの知恵くらべなど、全部で６つの

民話をわかりやすい解説と共に語っていただきました。 

物語中に使われた、「ばっつ」という言葉に「？？？」だった子ど

もたちも、その意味を知ると「へぇ～！！」という表情を浮かべ、

より民話に興味をもって聞いていました。 

 

 お問い合わせ／ふるさと文化会館 電話 ３３－２０１８  海洋センター 電話 ３３－３３８８ 

平成２４年１２月１４日発行 編集 蔵王町教育委員会生涯学習課 



 

 

◆１２月は映画会！ 

◆１月１９日（土） 

時間：午後３時３０分～４時 

場所：ございんホール 和室 

 

「ゆきであそぼっ」 
Ｊニ『ゆきのひのホネホネさん』  

（福音館書店） 

さく・え／にしむら あつこ 

Ｇフ『ゆきだるま』（評論社） 

作／レイモンド・ブリッグズ 

＊クリスマス・お正月 
コーナーもあります＊ 

 

 

●はお休みです。 

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 

 

らいぶらり～蔵王町立図書館からのおしらせ～ 

 

終業式の後は、ございんホールで映画をみよう！ 

◆映画◆『忍たま乱太郎』◆映画◆『忍たま乱太郎』◆映画◆『忍たま乱太郎』◆映画◆『忍たま乱太郎』    

◆日時◆１２◆日時◆１２◆日時◆１２◆日時◆１２月２１日（金）月２１日（金）月２１日（金）月２１日（金）    

午後２時３０分～４時午後２時３０分～４時午後２時３０分～４時午後２時３０分～４時    

◆場所◆ございんホール◆場所◆ございんホール◆場所◆ございんホール◆場所◆ございんホール    多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール    

としょかんからのプレゼントがあります。『かいけ

つゾロリ』のグッズが当たるかも？？？ 

 

来年４月からの雑誌のラインナップを検討するに

あたって、みなさんのご意見を募集します。ご協力

お願いします。 

 

１１月９日（金）には永野小２年生が図書館を含

めたございんホールの施設見学に、１２月４日（火）

には遠刈田小２年生が調べ学習に来ました。実は、

小学２年生はございんホールと同級生です。しっか

り見学ができるくらい大きくなったんですね。 

 

１２月２８日（金）から１月３日（木）までは年

末年始の休館とさせていただきます。それに伴い、

下記のとおり貸出期間を延長します。 

◆本・雑誌・紙芝居◆◆本・雑誌・紙芝居◆◆本・雑誌・紙芝居◆◆本・雑誌・紙芝居◆    

12121212 月月月月 14141414 日～日～日～日～27272727 日分は３週間貸出日分は３週間貸出日分は３週間貸出日分は３週間貸出    

◆◆◆◆CDCDCDCD・ビデオ・・ビデオ・・ビデオ・・ビデオ・DVDDVDDVDDVD◆◆◆◆    

12121212 月月月月 21212121 日～日～日～日～27272727 日分は２週間貸出日分は２週間貸出日分は２週間貸出日分は２週間貸出    

 

漏電検査のため、１２月２２日（土）１０時ごろ

まで、ございんホール全体が停電となります。図書

館の開館前には復旧する予定ですが、しばらくは館

内が少し寒いかと思われます。ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解ご協力をお願いします 

 

昨年大好評を博した企

画が帰ってきます。２２

日より、『新語・流行語大

賞』『今年の漢字』など、

今年を象徴するトピック

スにちなんだ本を３冊セ

ットにした福袋を貸出し

ます。借りられる上限は借りられる上限は借りられる上限は借りられる上限は

福袋福袋福袋福袋＋＋＋＋７冊７冊７冊７冊です。自分で

手に取らないような本に

出会えるチャンスです。

どうぞご利用ください。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

031 なんで？なんで？のこたえ方 丹伊田弓子／監修 辰巳出版 

147 盛り塩のある家 福澤徹三／著 メディアファクトリー 

215 松代藩                            ① 田中博文／著 現代書館 

291.3 横浜・鎌倉 ’１３   昭文社 

336 原価計算の知識 加登豊／著 日本経済新聞出版社 

376 学科選びが未来を決める！   学研教育出版 

383 食を考える 佐藤洋一郎／著 福音館書店 

431 実はおもしろい化学反応 中西貴之／著 技術評論社 

488 白鳥 赤羽正春／著 法政大学出版局 

493.3 咳の気になる人が読む本 加藤治文／著 講談社 

543 ルポイチエフ 布施祐仁／著 岩波書店 

594 大人のライフスタイルニット 岡本啓子／著 文化学園文化出版局 

596 野菜がたくさん食べられる素朴おやつ 山戸ユカ／著 マーブルトロン 

611 農村起業家になる 曽根原久司／著 日本経済新聞出版社 

728 筆文字のハッピーカード さとだてゆめこ／著 日貿出版社 

754 かんたんティッシュ工作 駒宮洋／著 学研教育出版 

786.5 自転車ライディングテクニック 竹谷賢二／監修 実業之日本社 

933 ﾛ ユダの覚醒 上・下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 

N ｲｼ 北斗 石田衣良／著 集英社 

N ｴｸ 犬とハモニカ 江國香織／著 新潮社 

N ｸﾎ クラウドクラスターを愛する方法 窪美澄／著 朝日新聞出版 

N ﾐﾔ ソロモンの偽証 第３部 宮部みゆき／著 新潮社 

N ﾔｸ 逃走                             ② 薬丸岳／著 講談社 

N ﾖｺ ６４（ロクヨン） 横山秀夫／著 文藝春秋 

 

ﾗﾍﾞﾙ タイトル 著編者 出版社 

145 びっくりトリックワールド 竹内龍人／監修 学研教育出版 

489 はじめましてモグラくん 川田伸一郎／著 少年写真新聞社 

596 お母さんのいない夜 碧海酉癸／文 復刊ドットコム 

754 キャラクター折り紙あそび いしばしなおこ／著 ブティック社 

913 ｱ ふたりだけの運動会                    ③ あいはらひろゆき／作 佼成出版社 

943 ﾌ かかしのトーマス オトフリート・プロイスラー／作 さ・え・ら書房 

F ｼ ジャックと豆の木 ジョン・シェリー／再話／絵 福音館書店 

G ｻ ベルとブゥすてきなたんじょうび マンディ・サトクリフ／さく 岩崎書店 

J ﾊ あててえなせんせい 木戸内福美／ぶん あかね書房 

S ｷ おでかけどうぶつえん                   ④ 阿部浩志／ぶん 学研教育出版 
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