
第36回 町民マラソン　　　　　　　大会
みやぎミュージックフェスタ 2016 in たいわ

　オーケストラ伴奏に合わせて合唱
したい方を募集しています。歌うこ
とが大好きな方、オーケストラと共
演してみたい方、興味のある方、ぜ
ひご参加ください♪

歌うことが好きな方
大募集！

日　時：平成29年2月19日（日）午後1時開演（午後0時30分開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
対象者：大和町に在住・通勤する、歌うことが大好きな方
　　 　　（性別・年齢は問いません）
定　員：50名程度
合唱曲：①心の瞳 ②この街で ③お立ち酒 ④ドナドナ ⑤遠くへ行きたい
練習日：10月からまほろばホールで練習します（日程未定）
申込み：電話でお申し込みください。

 申込・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

日　時：10月2日（日）午前9時30分開会
会　場：七ツ森湖畔コース(南川ダム資料館前集合)
対象者：健康に自信のある方
種　目：【1㎞コース】親子ペア(未就学児と保護者･小学1～3年生と保護者)
　　　　【3㎞コース】小学4～6年生（男子・女子）、中学生以上一般女子
　　　　【5㎞コース】中学生以上一般男子
　　　　【10㎞コース】高校生以上一般男子
参加料：1人1,000円
申込み：参加料を添えて総合体育館にお申し込みください。
申込締切：9月16日（金）

参加者全員に参加賞があります！
完走者には完走証を発行します！

参加者募集！歩け走れ
日 月 火 水 木 金 土

日　付 1 2 3

行　事　等

休日当番医

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

幼児学級「どんぐりクラブ」
（10：00～　町民研修センター）
みやぎ県民大学
（13：30～　まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　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）
運動会必勝塾
（10:00～　総合運動公園）
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）

午前 富谷黒川地区中学校体育
連盟駅伝大会（予備日）

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 宮城黒川地方町村職員
卓球大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
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」 ○

4 5 6 7 8 9 10
町民運動会

（各地区会場）

日吉台きむら内科
富谷町日吉台1丁目21-1
☎348-0722

音楽アウトリーチ〔宮床小学校〕
米村でんじろうサイエンスショー
チケット友の会先行発売
（9:00～　まほろばホール）
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）

まほろばホール・図書室休館日
音楽アウトリーチ〔小野小学校〕
バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

音楽アウトリーチ〔鶴巣小学校〕
短歌教室
（13：00～　まほろばホール）
初めてのソーイング教室

〔《中級》パッチワークコース〕
（13:30～　まほろばホール）

音楽アウトリーチ〔落合小学校〕
卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

音楽アウトリーチ〔吉岡小学校〕
お達者倶楽部
（10:00～　まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　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～　宮城大学）
郷土史講座
（14：00～　まほろばホール）

午前
親子体操教室

○ 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
イオンリテール

○ 午前 「一般開放」 ○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 県スポ少バスケットボール交流大会監督者会議 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール1/2・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」 ○

日 月 火 水 木 金 土
11 12 13 14 15 16 17

大和町駐屯地定期演奏会「ま
ほろばコンサート２０１６」
（15:00～　まほろばホール）

コミュニティクリニック上桜木
富谷町上桜木2丁目3-4
☎358-1976

米村でんじろうサイエンスショー
チケット一般発売
（9:00～　まほろばホール他）
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）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

音楽アウトリーチ〔吉田小学校〕
卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
食彩料理教室〔夜間〕
（18:30～　まほろばホール）

家庭教育サロン
（10:00～　まほろばホール）
まほろばこども芸術劇場

「きかんしゃトーマスキャラクターショー」
（10:00～　まほろばホール）
みやぎ県民大学
（13：30～　まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）

午前
「一般開放」

○ 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 第32回宮城県スポーツ少年団秋
季中学生バスケットボール大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 「開」バレーボール1/2・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」 ○

18 19 20 21 22 23 24

富谷中央病院
富谷町上桜木2丁目1-6
☎779-1470

敬老の日
トレーニング室利用講習会
（19:00～　総合体育館）

吉岡QQクリニック
大和町吉田字高田東11
☎345-9901

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）

秋分の日

仙台リハビリテーション病院
富谷町成田1丁目3-1
☎351-8118

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
みやぎ県民大学
（13：30～　まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）

まほろば少年少女合唱団
（9：30～　まほろばホール）
大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　まほろばホール）

午前 グリーンヒルカップ小
学生バレーボール大会

○ 午前 第32回宮城県スポーツ少年団秋
季中学生バスケットボール大会

○
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 黒川郡中学校新人体育
大会（ハンドボール競
技・卓球競技）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 黒川郡中学校新人体育大会準備

（ハンドボール競技・卓球競技）
○ 午後 ○

夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール1/2・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 ○ 夜間 ○

25 26 27 28 29 30 10/1

なりた耳鼻咽喉科
富谷町成田4丁目18-8
☎344-6208

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）

わらべうた講座
（10:00～　まほろばホール）
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）
ゆったりフィットネス教室

〔ノルディックウォーキングコース〕
（10:00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

みやぎ県民大学
（13：30～　まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　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 黒川郡中学校新人体育
大会（卓球競技）

○ 午前 ナビ個別指導学院 ○
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 みやのもり幼稚園 ○ 午前 「一般開放」 ○
午後 ○ 午後 「開」バレーボール1/2・バドミントン1/2 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 「開」バレーボール1/2・バドミントン1/2 ○ 午後 第69回宮城県民体育大

会準備（空手道競技）
○

夜間 「一般開放」 ○ 夜間 「開」バレーボール1/2・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 ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号
9
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 ６

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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　子どもにとって、食事は身体の健康だけでなく、心の成長にも深くかかわっています。
家族一緒に食事をすることによって、家族のふれあい、食事のマナーなど社会性を深
めることにもつながります。できるだけ家族そろっての食事を習慣にしましょう。
　また、食事を一緒に「つくる」ことも大切です。自分の手で食事をつくることを通じて、
食材や調理方法について学ぶことができます。また、家族のために食事をつくる喜び
や達成感を実感することができます。
　一緒に食事をつくって一緒に食べることを通じ、食に関する知識や豊かな心をはぐ
くんでいきましょう。

家族一緒の食事を大切にする

夕食を一緒に食べること、楽しく食べることの関係

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

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178

健康リズム体操教室

運動会必勝塾

日　　時：９月５日、１２日、２６日（全月曜日）
　　　　　午後１時３０時～午後２時３０分
会　　場：大和町総合体育館　研修室・柔道場
定　　員：２０名（先着順）
参 加 料：１回５４０円（税込）　※当日、販売機にてお支払いください。
持 ち 物：室内用シューズ、タオル、飲み物
申 込 み：総合体育館受付またはお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

日　　時：９月３日（土）午前１０時～正午（午前９時３０分受付開始）
　　　　　※雨天時は中止とさせていただきます。
会　　場：大和町総合運動公園　陸上競技場
対　　象：小学１～６年生
定　　員：５０名（先着順）
参 加 料：１，０８０円（税込）　※当日、受付時にお支払いください。
持 ち 物：動きやすい服装、運動靴、飲み物、タオル、帽子
申 込 み：総合体育館受付またはお電話でお気軽にお申し込みください。
申込締切：開催日前日

　有酸素運動・ストレッチング・簡単なエクササイズ（筋力運動）を組み合
わせて行います。健康維持・増進、体力アップ、シェイプアップなどに効果
があります！

　運動会で速く走るコツを伝授します！
　速く走るための姿勢と、手の振り方、ももの上げ方、スタートダッシュの
練習をして、速く走れるようになろう！

総合体育館からのご案内

精巧大型人形劇

「天の時」 「地の利」 「人の和」
それは時代を超えて語りかけてくる人生の真実

＊総集編＊◆三◆國◆志

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401 一緒に食事をするって、とても大切。

日　時：１１月２６日（土）午後１時３０分開演（午後１時開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
入場料：全席指定　　一般　２，０００円／高校生以下　１，０００円
　　　　　　　　　　（当日購入する場合は、５００円増）

【チケット販売所】
　まほろばホール、ササエ大和吉岡店、ローソンチケット

米村でん
じろうサイエンスショー

あっと驚く実験の数々！マジックのような科学の力。
わくわく・どきどき！ 大ホールが巨大な実験室に!!

日　時：１２月１１日（日）
　　　　午後２時開演（午後１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
　　　　一般 ２，０００円／高校生以下１，５００円
　　　　（当日購入する場合は、５００円増）
　　　　　★先行販売（まほろばホール友の会会員）
　　　　　　９月５日（月）午前９時から
　　　　　　まほろばホールのみでチケットを販売
　　　　　★一般販売
　　　　　　９月１２日（月）午前９時から
　　　　　　まほろばホール、
　　　　　　ササエ大和吉岡店でチケットを販売

受 講 生 募 集

第47回 文化財めぐり
参 加 者 募 集 ！

白石市を訪ね、今年話題の真田家と
　宮床伊達家にゆかりのある文化財を見学します。

日　時：10月18日（火）　午前８時30分　まほろばホール集合（午後５時帰着予定）
見学先：真田幸村公遺児阿梅・大八の墓、白石城歴史探訪ミュージアム　ほか
定　員：先着40名（町内在住・在勤の方に限ります。）
参加料：3,000円（昼食代などを含みます。）
申込み：９月14日（水）から生涯学習課（役場庁舎２階）で受け付けます。
　　　　参加料を添えてお申し込みください。

バスで移動
します♪

申込・問い合わせ先：生涯学習課（役場庁舎２階）　☎３４５－７５０８

まほろばホール図書室 企画

　期間：９月１日（木）～１２月２７日（火）
　場所：まほろばホール図書室
　対象：中学生以下の利用者
　内容：  借りた本の冊数を記録するポイントカードに、１冊＝１ポイントとして、ポイン

トをためます。ポイントに応じてプレゼントがあります♪
　　　　参加無料。図書室の利用者カード(申込み無料)が必要です。
　　　　※ポイントは、１日５ポイント（5冊)まで。

まほろばホール図書室で本を借りて、100冊読破を目指そう!!

１０ポイント・・・・本のしおり
３０ポイント・・・・表彰状 ＋ 筆記用具セット
５０ポイント・・・・表彰状 ＋ 文房具セット
１００ポイント・・・表彰状 ＋ 工作セット

本とおおきなかぶ大作戦・秋 PART4

＊＊＊まほろばホール図書室利用のご案内＊＊＊
場　　　所：まほろばホール １階
利 用 時 間：午前１０時～午後６時（土日祝日も開館）
休　館　日：毎月第１・第３火曜日
蔵　　　書：一般書、児童書、絵本、大和町に関するものなど。
おはなし会：毎月 第１土曜日・第３水曜日　午前１０時３０分～午前１１時３０分
問い合わせ先：まほろばホール・公民館☎３４４－４４０１

販売中


