
宮床宝蔵 企画展 原阿佐緒記念館 企画展旧宮床伊達家住宅 企画展会期：～平成29年2月5日（日） 会期：～平成29年3月31日（金）会期：～11月20日（日）
「中興の名君 伊達吉村公」 展  書簡往来 ～手紙のなかの心～ 貞樹院松子の祈り　つるし飾り～実りの秋～ 

　宮床出身の仙台藩五代藩主伊達吉村公は、破綻
状態にあった藩の財政を再建したことから、中興
の名君として高く評価されております。また、和
歌や書画などにおいても秀でた人物で、絵画にお
いては、専門家に匹敵する作品を残しています。
本展では、公の優れた文芸作品を中心にご紹介し
ます。

　原阿佐緒(1888-1969)が家族、友人、そして短
歌の道で知り合った仲間たちと交わした書簡をと
おして、現代では失われつつある「手紙」による
コミュニケーションと、そのなかにひそむ「心」
を探ります。

　宮床伊達家初代宗房の妻・松子は、その子・吉
村公（仙台藩五代藩主）らの無事成長を願い、地
蔵菩薩を建てて祈ったといいます。この松子の親
心と、平和を願う地域の熱い思いを「つるし飾り」
に託し、「実りの秋」をテーマに展示します。

開館時間：午前9時～午後4時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）、12月28日～平成29年1月4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）
場　　所：大和町宮床字下小路64　　　問い合わせ先：☎346-2438

開館時間：午前9時～午後4時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）、12月28日～平成29年1月4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）
場　　所：大和町宮床字八坊原19-2　　問い合わせ先：☎346-2925

開館時間：午前9時～午後4時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合、翌日）
入 館 料：無料
場　　所：大和町宮床字下小路64
問い合わせ先：☎346-2112

　伊達吉村 画像
（仙台市博物館蔵）

与謝野晶子から阿佐緒への手紙

放課後子ども教室「わ
いわい吉田っ子・宮
床っ子」参加児童制作
の来年の干支”トリ”も
展示されているよ！

講演会のご案内
演　題
「伊達家
 中興の英主吉村公」
講　師

葦  航  寺  住  職
瑞巌寺宝物館顧問 堀野 宗俊 氏
日　時

11月12日（土）
午前10時30分～午前11時30分

場　所
宮床基幹集落センター
（宮床宝蔵の西側）
問い合わせ先：☎346-2438

受講
無料

日 月 火 水 木 金 土

日　付 1 2 3 4 5

行　事　等

休日当番医

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）

文化の日

大富耳鼻咽喉科
富谷市日吉台二丁目34-1
☎358-9120

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
小学１～３年生
（17：30～　ダイナヒルズ多目的広場）
小学４～６年生
（18：30～　ダイナヒルズ多目的広場）

飴っこづくり体験教室
（9：30～　吉岡仲町島田飴工房）
大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　黒川高校）
第46回たいわ町民文化祭
（10：30～　まほろばホール）
おはなし会〔おはなしの森〕
（10：30～　まほろばホール）

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照） 休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
宮城県高等学校ハンド
ボール競技新人大会

○ 午前
宮城県高等学校ハンド
ボール競技新人大会

○ 午前 第６回東北選手権大会
（繋）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 「一般開放」 ○

6 7 8 9 10 11 12
第46回たいわ町民文化祭
（9：30～　まほろばホール）

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）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

女性ア・ラ・カルト
〔カラダが硬い人のためのヨーガ〕
（10:00～　まほろばホール）
短歌教室
（13：00～　まほろばホール）
協働教育学校支援ボランティ
ア研修会
（13：30～　まほろばホール）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔シェイプアップエクササイズinもみじケ丘〕
（10：30～　もみじケ丘児童館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
ヘキサスロン教室
（16：45～　総合体育館）

わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
小学１～３年生
（17：30～　ダイナヒルズ多目的広場）
小学４～６年生
（18：30～　ダイナヒルズ多目的広場）

第30回お立ち酒全国大会
（9：30～　まほろばホール）
大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　吉岡コミュニティセンター）
宮床宝蔵講演会「伊達家中興
の英主吉村公」
（10：30～　宮床基幹集落センター）

午前 第６回東北選手権大会
（繋）

○ 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 宮城県小学生ドッジ
ボール大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ヘキサスロン教室 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール3/4・ベルフィーユ1/4・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 宮城県小学生ドッジボール大会準備 ○ 夜間 大和町武道大会準備 ○

日 月 火 水 木 金 土
13 14 15 16 17 18 19

大和町武道大会
（9：00～　総合体育館）

ちば小児科医院
富谷市富谷北裏47
☎358-0601

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
わいわい小野っ子（15:00～）
オープンアトリエ
（18：30～　まほろばホール）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（19：30～　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）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔シェイプアップエクササイズinもみじケ丘〕
（10：30～　もみじケ丘児童館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
ヘキサスロン教室
（16：45～　総合体育館）

家庭教育サロン
（10：00～　町民研修センター）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
小学１～３年生
（17：30～　ダイナヒルズ多目的広場）
小学４～６年生
（18：30～　ダイナヒルズ多目的広場）

まほろば少年少女合唱団
（9：30～　まほろばホール）

午前
大和町武道大会

○ 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 仙台リハビリテーション
専門学校

○ 午前 宮城県中学校ハンド
ボール新人大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ヘキサスロン教室 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール3/4・ベルフィーユ1/4・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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「一般開放」 ○
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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）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

勤労感謝の日

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）
ゆったりフィットネス教室

〔シェイプアップエクササイズinもみじケ丘〕
（10：30～　もみじケ丘児童館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
ヘキサスロン教室
（16：45～　総合体育館）
食彩料理教室〔夜間〕
（18：30～　まほろばホール）

幼児学級「どんぐりクラブ」
（10：00～　町民研修センター）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
小学１～３年生
（17：30～　ダイナヒルズ多目的広場）
小学４～６年生
（18：30～　ダイナヒルズ多目的広場）

大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　吉岡コミュニティセンター）
大型人形劇「三国志」
（13：30～　まほろばホール）

午前 大和町バレーボール協会まほ
ろば杯家庭バレーボール大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前
SBLS冬の大会

○ 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 宮城県中学校ハンド
ボール新人大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ヘキサスロン教室 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール3/4・ベルフィーユ1/4・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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「一般開放」 ○
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長澤整形外科クリニック
富谷市富ケ丘二丁目11-12
☎358-7688

まほろばお好み演芸会「魅知
国たいわ寄席」チケット発売日
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
オープンアトリエ
（18：30～　まほろばホール）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔シェイプアップエクササイズinもみじケ丘〕
（10：30～　もみじケ丘児童館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
ヘキサスロン教室
（16：45～　総合体育館）

わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
小学１～３年生
（17：30～　総合体育館）
小学４～６年生
（18：30～　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）
おはなし会〔おはなしの森〕
（10：30～　まほろばホール）

午前 宮城県フレッシュミクロ
バスケットボール大会

○ 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 宮城県中学校ハンド
ボール新人大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 仙台商業高校 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール3/4・ベルフィーユ1/4・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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「一般開放」 ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号
11
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 8

ワクワク
子育て

出典：「家庭教育手帳小学生（高学年）～中学生編イキイキ子育て」　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月号から文部科学省で発行している『家庭教育手帳』をシリーズでご紹介しています。
　今月は、小学生（高学年）～中学生編よりご紹介します。
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　体験は子どもの心の成長にとても大切です。
　小さいころからのさまざまな体験をとおして、子どもは感覚を働かせ、運動をし、
ものをつくり、想像します。
　また、さまざまな体験活動を通じて家族や周囲の人々、地域や社会のために何かを
することで、子どもは喜びを感じるという、人間としてごく自然なあたたかい感情が
わき起こってきます。
　親自身も「学校に入ったら勉強が第一」というような誤った意識への切り替えをし
てないでしょうか。
　子どもにとってさまざまな体験がいかに大切かを認識して、ゆったりのびのびさせ
ましょう。

総合体育館からのご案内

さまざまな体験活動が子どもを成長させる。

シェイプアップ教室

第54回大和町家庭バレーボール大会

　有酸素運動・筋力運動を組み合わせて、シェイプアップを目指す教室です。
メリハリのあるボディラインを手に入れましょう！

日　　時：12月11日（日）　午前９時開会
　　　　　【受付】午前８時10分～
　　　　　【代表者会議・組合せ抽選】 午前８時30分～
会　　場：大和町総合体育館　メインアリーナ
参加対象：① 町内に居住または勤務している方で
　　　　　　構成している家庭バレーボールチーム
　　　　　②大和町バレーボール協会が推薦する
　　　　　　家庭バレーボールチーム
参 加 料 ：１チーム2,000円
申 込 み：総合体育館受付または電話でお気軽にお申し込みください。
申込締切：11月30日（水）

日　　時：11月  ７日、14日、21日、28日
　　　　　12月  ５日、12日、19日、26日（全月曜日）
　　　　　午後7時30分～午後8時15分
会　　場：大和町総合体育館　柔道場
定　　員：20名（先着順）
参 加 料：1日540円（税込）　※当日、販売機にてお支払いください。
持 ち 物：運動できる服装、タオル、飲み物
申 込 み：総合体育館受付または電話でお気軽にお申し込みください。
申込締切：各開催日前日
そ の 他：11月7日から教室は実施しておりますが、定員に達しない場合は、
　　　　　随時、申し込みを受け付けますので、お問い合わせください。

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178

幼児学級

大和っ子未来塾

親子ふれあいキャンプ

放課後子ども教室「わいわい」

大和町で取り組んでいるさまざまな体験活動事業

原阿佐緒賞第十八回
　原阿佐緒賞は、原阿佐緒記念館開館10周年を記念に制定しました。平成11年より全国
から短歌を募集し、平成12年６月に第一回原阿佐緒賞表彰式を行い、以降毎年開催して、
新たな地域文化の創出を図っています。
■応募規定　中学生以上。未発表短歌一人2首まで。A4判の規定の用紙に住所、氏名、年齢、

職業（学校名、学年）、電話番号を明記の上、作品を楷
書で記入する。（原稿用紙でも可。）

■出 詠 料　1,000円(中・高校生は無料。）
■募集期間　平成28年11月1日～平成29年1月31日(当日消印有効)
■応 募 先　〒981-3624　大和町宮床字八坊原19-2　
　　　　　　原阿佐緒記念館「第十八回原阿佐緒賞」係
　　　　　　(電話/FAX346-2925)
■表 彰 式　平成29年6月17日(土)　まほろばホール
■各　　賞　【一般の部】原阿佐緒賞1点/優秀賞5点　
　　　　　　【青少年の部(中・高校生)】
　　　　　　　優秀賞1点/奨励賞10点以内/特別賞5点以内

鍬やめて鋤
すき

ぐわ買はむ「全壊」の庭の茅
ちがや

の白根掘るため
第十七回原阿佐緒賞受賞者　髙橋　義仁　氏の作品

親の学び塾　子育て特別講座
演題
 「子どもたちを取り巻く環境と大人ができること」

日　　時　12月15日（木）午前10時開会
　　　　　　（午前９時30分より受付開始）
会　　場　まほろばホール大会議室・会議室
対　　象　家庭教育支援関係者、保護者、
　　　　　子どもに関わりのある方
参 加 費　無料
申込方法　電話、ＦＡＸ、メール等で、
　　　　　生涯学習課へお申し込みください。
　　　　　※お申し込みの際は、氏名、性別、年齢、住所、
　　　　　　電話番号、託児利用の有無（有の場合はお子さんの年齢）をお伝えください。
申込締切　11月30日（水）

申込・問い合わせ先：生涯学習課 ☎345-7508　ＦＡＸ 344-3755 　　　
 e-mail：syakyo@town.taiwa.miyagi.jp

原阿佐緒

見守り託児申込受付中
・会場内で見守り託児を行います。
・会場内の託児コーナーで「子育てサ
ポーター」がお子さんの様子を見守
ります。

・保護者と離れたくないお子さんは、
座席にて一緒にお話しを聞いてい
ただけます。

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178

第36回 大和町小中学生書き初め大会
日　　時：平成29年１月６日（金）
　　　　　午前９時30分開会（午前９時より受付開始）
会　　場：まほろばホール
対 象 者：町内にお住まいの小学３年生～中学３年生
内　　容：課題を決められた時間のなかで書いていただきます。（毛筆のみ）
申込方法：学校または公民館へ学校をとおして配布された申込書を提出してください。
　　　　　ただし、町外の学校に通学されている方は、直接公民館へお申し込みください。
申込締切：平成28年12月16日（金）

● 課　題 ●

小学３年生「山里」　小学４年生「大和」　小学５年生「広野」　小学６年生「紅葉」
中学１年生「真心」　中学２年生「尊敬」　中学３年生「達成」

※小学生は楷書、中学生は行書

申込・問い合わせ先：公民館（まほろばホール）☎344-4401

短 歌 募 集

　「第１０回記念くろかわコーラスチャリティコンサート」で歌声を披露したいコーラス団体・
サークル等を募集していますので、興味のある方はぜひご参加ください♪
※この収益で富谷市・黒川郡内のこどもたちに本を贈ります。

出 演 団 体 募 集 中
第１０回記念くろかわコーラスチャリティコンサート
～こどもたちに本を贈ろう!！歌声にのせて～

★コンサート当日について
　日　　時：平成29年3月26日（日）　　午後0時30分開演（正午開場）
　会　　場：まほろばホール　大ホール
　入 場 料：500円（中学生以下無料）
★出演団体申込みについて
　参 加 料：１団体1,000円
　定　　員：富谷市・黒川郡内で活動しているコーラス団体・サークル等、先着12団体
　申込方法：参加申込書に必要事項を記入し申し込みください。
　申込締切：11月11日（金）

申 込 先：黒川郡連合青年団事務局長　大衡村大衡字五反田４の５
問い合わせ先：黒川郡連合青年団　千葉　☎090-9423-6396

講師
 大和町スクールソーシャルワーカー　門脇　祥子　氏


