
まほろばホール友の会　会員募集
　まほろばホールでは、文化振興協会等が主催するイ
ベントを多くの方々に鑑賞していただくため、特典を満
載した友の会会員を募集しています。

割引販売：入場券を１割程度で割引販売します。
先行販売：入場券を一般前売り発売前に販売します。

会員区分 年会費 会員範囲 割引枚数
個人会員 １，０００円 本人 ２枚
家族会員 ２，０００円 家族（未就学児除く） 家族会員数以内
法人会員 ５，０００円 事業所等 １０枚以内

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

※会員登録期間：平成28年４月～平成29年３月

宮床宝蔵企画展

会期：４月26日（火）～６月５日（日）

日 時：5月1日（日）・22日（日）
　 　　午前11時～午後2時
講 師：門間和子　氏
体験料：100円（材料費）

『私の手仕事』第２弾　「まほろばの四季」展

「布で作る折鶴」体験

　町内のサークル「パッチワーク虹の会」の皆さんが、四季折々
の古里・まほろばを、様々な布を縫い合わせて作るパッチワー
クキルトやミニチュア着物などの作品で表現されます。

※所要時間：約20分
※事前申込不要

開館時間：午前９時～午後４時
休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）
入 館 料：一般210円／大学生160円／中学・高校生110円
　　　　　小学生以下無料（２０名以上の団体は割引あり）
場　　所：大和町宮床字下小路64　　☎346－2438

特典

日 月 火 水 木 金 土
日　付 1 2

行　事　等

休日当番医

サッカースクール休講 おはなし会〔おはなしの森〕
（10：30～　まほろばホール図書室）

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照）

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
「一般開放」

○
午後 ○ 午後 ○
夜間 FC黒川大和/貸切（サブ） ○ 夜間 ○

3 4 5 6 7 8 9

ほそごえ整形外科
大和町吉田字高田33
☎725-4645

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

まほろばホール・図書室休館日
バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

サッカースクール
（18：00～　総合体育館）

まほろば少年少女合唱団
（9：30～　まほろばホール）

午前 仙台市泉区ミニバス
ケットボール協会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
「一般開放」

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間「開」バレーボール/卓球（サブ）○ 夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

10 11 12 13 14 15 16

明石台こどもクリニック
富谷町明石台６丁目1-20
☎725-8815

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

サッカースクール
（18：00～　総合体育館）

まほろば少年少女合唱団
（9：30～　まほろばホール）

午前
15thTUNAGI　CUP

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「一般開放」 ○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 第４９回宮城県空手道

選手権大会準備
○

夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○ 夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23

きぼうの杜診療所
大和町吉田字新要害10
☎344-4607

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

まほろばホール・図書室休館日
バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

おはなし会〔もみじっ子〕
（10：30～　まほろばホール図書室）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

サッカースクール
（18：00～　総合体育館）

午前 第４９回宮城県空手道
選手権大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「一般開放」 ○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 第２１回東北生活文化大学高等学校

バレーボール部親の会交流大会準備
○

夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○ 夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

24 25 26 27 28 29 30

田山小児科医院
大和町吉岡字館下22-5
☎345-0738

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

昭和の日
サッカースクール休講

ちば小児科医院
富谷町富谷字町北裏47
☎358-0601

映画「殿、利息でござる！」
まほろばホール特別上映会
（14：00～・18：00～

　まほろばホール）
※全国共通特別鑑賞券と入場整
理券（配付終了）が必要です。

午前 第２１回東北生活文化大学高等学
校バレーボール部親の会交流大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・バドミントン1/2 ○ 午前 第２０回全日本少年少
女空手道選手権大会

○ 午前
チームⅠ

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 第２０回全日本少年少女

空手道選手権大会準備
○ 午後 ○ 午後 ○

夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○ 夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 ○ 夜間 フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「一般開放」 ○

5/1 2 3 4

塚本耳鼻咽喉科医院
大和町吉岡字中町60
☎345-2734

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

憲法記念日
バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

大衡村診療所
大衡村大衡字河原55-11
☎345-2336

みどりの日

佐藤病院
富谷町三ノ関字坂ノ下116-1
☎358-6855

午前 1 s t 　WOM E N ʼ S　
CUP

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
貸切

○ 午前
貸切

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○ 夜間 ○ 夜間 ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号

4
12

●公民館・まほろばホール

生涯学習課（編集）

家の中の見やすいところに
貼ってご利用ください

［総合体育館 開放情報の見方］
時間区分 ① ②
午前

「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

◯
午後 ◯
夜間 ×

①第一競技場（メインアリーナ）予定（一部第二競技場（サブアリーナ））
　　「一般開放」は、種目に関わらずご利用できます（要問い合わせ）。「開」は、指定された種目の運動ができます。個人利用は、券売機で利用券
を購入してご利用ください。小・中・高校生50円、一般100円。　運動着、運動靴（上履き）をご用意ください。ラケット・ボール・シャトルは
各自お持ちください。

②トレーニング室予定
　　◯印のある区分でご利用できます。（事前にトレーニング室利用講習会の受講が必要となります。講習会の受講申込は総合体育館まで。）
※陸上競技場・テニスコートは貸切利用がない場合に、券売機で利用券を購入してご利用ください。
※内容は変更となる場合があります。ご利用前に当日の開放状況を総合体育館へご確認ください。

金曜日の夜間に、総合体
育館でフットサルをするこ
とができます（予約制）。
詳しくは総合体育館へお
問い合わせください。



子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

P a r t １

ワクワク
子育て

出典：「家庭教育手帳小学生（低学年〜中学年）編 ワクワク子育て」　文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課

　家庭はすべての教育の出発点。このコーナーでは、「子育て」にスポットをあて、子どもを
もつお父さんお母さんをはじめ、周りの多くの方々に子育てのヒントをお届けします。
　４月号からは、文部科学省で発行している「家庭教育手帳小学生（低学年〜中学年）編　
ワクワク子育て」をシリーズでご紹介していきます。

22

問い合わせ先：生涯学習課　☎345－7508 問い合わせ先：公民館・まほろばホール　☎344－4401

ミズノサッカースクール 大和町校 春の入会応援キャンペーン

　ミズノサッカースクールは、各学年に適した指導を通じて、「スポーツをすること・身体を
動かすこと」の楽しさを伝えるスクールです。

キャンペーン期間中にご入会いただきますと、Tシャツをプレゼント
キャンペーン期間：３月１日（火）～４月30日（土）

対象者 小学１～３年生 小学４～６年生
時　間 午後６時～午後７時 午後６時～午後７時30分
入会金 ２,７００円 ２,７００円
年会費 ３,２４０円 ３,２４０円
月会費 ４,３２０円 ５,４００円

開催日：毎週金曜日
会　場：6月～11月　ダイナヒルズ多目的広場 ／ 12月～5月　総合体育館
持ち物：運動できる服装、シューズ、飲み物

問い合わせ先：まほろばホール　☎344－4401

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346－2178

生活リズムは、
　　子どもの健やかな成長のためのエネルギー源です。

　４月は、環境が変わる季節です。特に小学１
年生や２年生の低学年の子どもたちにとって新
しい先生や友だちとの生活は、ドキドキがいっ
ぱい。そんな季節だからこそ、生活リズムをき
ちんと整えるようにしていきましょう。

早寝早起き朝ごはん
　規則正しい睡眠と毎日の朝ごはん。簡単な
ようでいて、けっこうたいへん。でも、これ
をきちんとやっている子どもほど勉強も運動
もよくできるというデータもあります。
　「早寝早起き朝ごはん」で子どもたちに元気
よく１日をスタートしてもらいたいものです。
　「早起きは三文の徳」、「寝る子は育つ」な
どということばもあります。あらためて、子ども
の基本的な生活習慣について考えてみましょう。

子どもの健やかな成長のために、
� 睡眠は大切です。
　子どもたちの寝る時間が遅くなり、睡眠時
間も短くなっています。深夜テレビや24時間
営業の店などが世の中にあふれる中、家庭に
おいても、大人の夜型の生活に子どもを巻き
込んでいるのではないでしょうか。
　早寝早起きの習慣をつけて、十分な睡眠を
とることは、子どもの健やかな成長と生活リ
ズムを確立するために大切です。家庭で早寝
早起きのルールをつくり、習慣づけるように
しましょう。

毎日朝食をとる児童生徒ほど、
学力調査の平均正答率が高い傾向

無料体験実施中!!お気軽にご参加ください

まほろば夢ステージ　宝くじまちの音楽会

岩崎宏美 with 宗次郎～心のふるさとを求めて～

※未就学児のご同伴・ご入場はご遠慮ください

♪「聖
マドンナ

母たちのララバイ」など多数のヒット曲でおなじみの岩崎宏美さんと
オカリナ奏者の第一人者である宗次郎さんのコンサートを開催いたします。
この機会に是非、ご家族・お友達と一緒にご鑑賞ください。

チケットのお求めは
まほろばホール ☎344－4401
ササエ大和吉岡店
　（ヨークベニマル大和吉岡店内）
 ☎344－2518

お達者倶楽部 女性ア・ラ・カルト
対象者：町内に在住または勤務してい

る60歳以上の方
内　容：講話や移動研修を通して、健

康づくりと生きがいづくりを
行います。

対象者：町内に在住または勤務してい
る女性

内　容：作品作りや健康に関する講話
など、４つのコースから選ん
で学びます。

心をほぐすストレッチ＆ダンス講座 まほろば少年少女合唱団
対象者：町内に在住または勤務してい

る方
内　容：無理のないストレッチにより、

疲れた体をいたわり、軽快な
音楽に合わせて簡単なダンス
を行います。

対象者：町内に在住の小学生から高校
生

内　容：主な活動は合唱練習で、その
練習の成果は町内を中心にイ
ベント会場等で発表します。

ゆったりフィットネス教室 郷土史講座
対象者：町内に在住または勤務してい

る方
内　容：身体に合った運動習慣のきっ

かけづくりを３つのコースか
ら選んで行います。

対象者：町内に在住または勤務してい
る方

内　容：ふるさとの歴史にかかわる４
つのテーマについて学びます。

短歌教室 大和っ子未来塾
対象者：町内に在住または勤務してい

る方
内　容：日常生活から生まれるさまざ

まな思いを表現する短歌づく
りの基礎を学びます。

対象者：町内に在住の小学５・６年生
内　容：自然の家での宿泊体験学習を

中心に、仲間づくりと団体生
活の在り方について学びます。

６月上旬に町内各小学校を通して募集します。

幼児学級「どんぐりクラブ」 家庭教育サロン
対象者：町内に在住の１歳７ヶ月から

３歳までの幼児と保護者
内　容：リズム運動や手遊び、工作な

どを通して、遊びを広げると
ともに、友達と遊ぶ楽しさを
味わいます。

対象者：町内に在住の未就学児の保護
者

内　容：子育てに関わる方が集まって、
自由におしゃべりし、仲間同
士で集いあう楽しさを味わい
ます。

食彩料理教室 わらべうた講座
対象者：町内に在住または勤務してい

る方
内　容：季節の果物や食材を使った料

理やお菓子づくりを楽しく学
びます。

対象者：町内に在住または勤務してい
る方

内　容：伝承遊びである「わらべうた」
のもつ魅力や遊び方を学び、
おはなし会のレベルアップに
つなげます。

初めてのソーイング教室 まほろばの星美術ワークショップ
～オープンアトリエ～対象者：町内に在住または勤務してい

る女性
内　容：基本のパッチワークや小物づ

くりを２つのコースから選ん
で学び、いろいろな作品作り
にチャレンジします。

対象者：町内に在住または勤務してい
る方

内　容：まほろばホールの創作室を利
用し、自由に絵画制作を行い
ます。

公民館担当講座

生涯学習課担当講座

～ふれあい・学びあい・集いあい～
　大和町教育委員会では、「ふれあい・学びあい・集いあい」をテーマに、幼
児から高齢者を対象とした“まほろば大学”を開講しております。
　是非ご自分のスタイルに合った学びの場をお選びいただき、お申し込みください。
申込期間：４月４日（月）～４月２２日（金）
申込方法：  各世帯にお配りする「まほろば大学のご案内」で内容を必ずご確認の上、

付属の郵便はがきでお申し込みください。（各講座定員あり）

平成28年度
大和町生涯楽習 まほろば大学受講生募集

ご参加お待ちしております！

日　　時 ： 7月9日（土）　午後6時開演（午後5時30分開場）
会　　場 ： まほろばホール　大ホール
入 場 料 ：  （全席指定）
　　　　　　前売券2,000円／当日券2,500円
　　　　　　　宝くじ助成による特別料金
まほろばホール友の会先行販売：
　　　　　5月11日（水） 午前9時～ まほろばホールのみ
一般販売：5月15日（日） 午前9時～


