
平成27年度 宮城県地方音楽会
仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート

演奏曲目

まほろばホール友の会会員特別招待

ヨハン・シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲／クライスラー：愛の喜び
クライスラー：美しきロスマリン／ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」

日　　時：３月６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：５００円
発 売 日：１月１２日（火）

　　　　　　 まほろばホール
ササエ大和吉岡店（ヨークベニマル大和吉岡店）

まほろばお好み演芸会町制施行60周年記念

魅
み   ち   の   く

知国たいわ寄席
日　時：1月23日（土）　
　　　　午前の部　午前11時00分開演（午前10時30分開場）
　　　　午後の部　午後  2時30分開演（午後  2時00分開場）
会　場：まほろばホール　小ホール　入場料：１,０００円
出演者：東北弁落語 六華亭 遊花　　落語〔真打〕 春風亭 柳之助
　　　　漫　　　才 まつトミ 　　　マ ジ ッ ク ブラボー中谷

※未就学児童の入場はお断りしております。

入場券絶賛販売中

※入場券は無くなり次第販売終了いたします。

まほろばホール
ササエ大和吉岡店（ヨークベニマル大和吉岡店）
東京エレクトロンホール宮城

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

入場券販売所

日 月 火 水 木 金 土
日　付 1 2

行　事　等

休日当番医

元日
まほろばホール・図書室休館日

明石台こどもクリニック
富谷町明石台６丁目1-20
☎725-8815

まほろばホール・図書室休館日

富谷医院
富谷町ひより台１丁目45－1
☎358-2872

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照） 年始休館日 年始休館日

3 ４ ５ ６ ７ ８ ９
まほろばホール・図書室休館日

渋谷クリニック
富谷町日吉台２丁目38-10
☎348-5211

まほろばホール・図書室休館日
卓球スクール休講

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）

第３5回大和町小中学生書初
め大会
（9：30～　まほろばホール）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

わいわい宮床っ子
（14：00～　宮床児童館）
わくわく運動教室
（16：00～・17：30～　総合体育館）

年始休館日 年始休館日 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７回スプリングカップ
○

午後 東向陽台中ソフトテニス部 ○ 午後 ○ 午後 わくわく運動教室 ○ 午後 ○
夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 準備・卓球（19：00～サブ） ○ 夜間 ○

10 11 12 13 14 15 16
平成２８年大和町成人式
（13：00～　まほろばホール）

大富耳鼻咽喉科
富谷町日吉台２丁目34-1
☎358-9120

成人の日
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）

大和クリニック
大和町まいの２丁目2-4
☎345-3411

仙台フィルハーモニー管弦楽
団コンサートチケット発売日
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）
わいわい落合っ子（15：00～）

わいわい鶴巣っ子（15：00～）
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）

午前
第７回スプリングカップ

○ 午前
第７回スプリングカップ

○
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 東日本選抜インドアテ
ニス大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 「開」卓球（サブ）・サッカースクールフットサル（メイン） ○ 夜間 ○

日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23

第５３回大和町卓球大会

深見内科循環器内科医院
大和町吉岡字上道下40-1
☎345-3693

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（13：30～　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
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）
わいわい落合っ子（15：00～）

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
わいわい宮床っ子（15：00～）
わくわく運動教室
（16：00～・17：30～　総合体育館）

文化財防火訓練
（9：30～　宮床基幹集落センター）
まほろばお好み演芸会「魅知
国たいわ寄席」
（11：00～・14：30～　まほろばホール）

午前
第５３回大和町卓球大
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 平成２７年度ソフトテニ
ス講習会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 東北高校ソフトテニス

部
○ 午後 ○ 午後 わくわく運動教室 ○ 午後 ○

夜間 ○ 夜間 「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 夜間 ○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 「開」卓球（サブ）・サッカースクールフットサル（19：00～メイン） ○ 夜間 ドッジボール大会準備 ○

24 25 26 27 28 29 30

中谷クリニック
富谷町成田２丁目1-3
☎351-8033

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（13：30～　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）

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）
わいわい落合っ子（15：00～）

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
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）

午前 春の全国小学生ドッジ
ボール大会宮城県大会

○ 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 平成27年度ソフトテニ
ス講習会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 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 「開」卓球（サブ）・サッカースクールフットサル ○ 夜間 ○

31 2/1 2 3

新富谷S・Sレディースクリニック（産婦人科）
富谷町成田９丁目1-20
℡348-3534

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（13：30～　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

午前 第５回まほろば杯中学生
ソフトテニス研修大会

○ 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

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 夜間 「開」バドミントン ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号
1
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））
　　「開」は、一般開放を表し、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。



映像メディアは前頭葉の機能を障害する
　例えば、入院して長期間寝ていると、筋肉を使わないので歩け
なくなります。同じように、アニメを見ている子は、前頭葉をほ
とんど使わず、前頭葉のない蛇や蛙と同じ状態で時間を過ごすこ
とになります。ゲームも同じで、主として見ることに関連する後
頭葉を動かしているだけになります。それが長時間になると、ゲー
ムに特化した神経回路は強化され、「考える、想像する」などの人
間的な神経回路が廃用状態になる（障害される）わけです。

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

P a r t 1

子ども

映像メディア
と

平成27年度大和町協働教育推進協議会本部事業 家庭教育支援 親の学び塾 子育て特別講座 配布資料より
出典：「過剰な映像メディアは子どもの発達に影響を与える」　仙台医療センター　田澤雄作

　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。
　大和町教育委員会では、平成２４年度より家庭教育サポートチームを立ち上げ、家庭教育に関する様々
な取り組みを行っています。今年度は「映像メディアが子どもに及ぼす影響」と題して、独立行政法人
国立病院機構仙台医療センター小児科の医師　田澤 雄作先生を講師に講座を開きました。その内容か
ら主なものをシリーズでご紹介します。

19

テレビをみたり、ゲームをしているとき
こころの脳、人間の脳の司令塔（前頭葉）は育っていない?!

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）、1/1～4
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：大和町宮床字八坊原19－２　☎３４６－２９２５

原阿佐緒記念館　企画展 「ノートブック　思いを綴る」
会期：～３月31日（木）　幼少のころから晩年まで、阿佐緒はその思いを書きと

め続けてきました。記念館に残された数十冊の阿佐緒の
ノート。そこには、その時々の思いや情熱を傾けた歌が
綴られています。いま残された「ノートブック」を通して、
阿佐緒の思いを探ります。

　子どもたちがテレビをみたり、ゲームをしていると親にとっては手が
かからず、怪我の心配もなく安心してしまいがちです。
　しかし、その静かな時間に子どもの脳には怖いことがおきています。

メディアにむしばまれる
子どもたち

講演いただいた田澤雄作先
生の著書が発売されました。
より詳しくお知りになりた
い方はこちらをお読みくだ
さい。

過剰なメディア漬けは「年齢相応の心の発達」を障害する
　例えば、友達とけんかして仲直りしたり、木登りをしたり（達成感を味
わったり）、落ちて痛い体験をしたりする「現実的な体験が心の土台を形成
する」と仮定します。すると、現代の子どもの30％前後が1日4時間、テ
レビやゲームやビデオ漬けですので、現実的体験が1/4まで減る計算にな
ります。小学６年生でも「心は３年生程度」という可能性があるわけです。

田澤先生のお話から
 「子どもが、テレビをみたりゲームをしているときは、
前頭葉が働いていないため無表情です。
そして長時間になると脳が疲労し、朝ごはんが食べら
れない、頭が痛い、お腹が痛いなど慢性疲労の症状を
引き起こします。」

平成27年度 生涯学習まつり
まほろば大学の学習成果を発表します！ 午前10時〜

午後1時30分〜

　　　　　　　　　 は
まほろばホールで

過ごしましょう！

２月27日（土）

　３歳のお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでの幅広い世代の方々が、まほ
ろば大学の講座を受講して学んだことを発表します。
　本の読み聞かせや短歌の朗詠など、さまざまなジャンルの学習成果発表がありま
すので、ぜひ会場へお越しください。

　毎年ご好評をいただいております大和町文化講演会。今年度の
講師は、女優の小山 明子さんです。　
　小山さんは、１９９６年に夫・大島渚監督が脳出血で倒れ毎日
の生活が介護とリハビリ中心になったことから、自身もうつ病を
患い入退院をくり返す事になってしまいました。その経験から、
生きることの大変さ、介護する人が健康であることの重要性に気
づかされ、これからの人生に向けて何が大事かを考えながら日々
過ごされているそうです。
　本講演では、介護と入退院を通じて感じたこと、考えたことを
お話しいただきます。

平成27年度 大和町文化講演会

入場は無料ですが、入場整理券が必要になります。２月1日
（月）より、大和町役場１階の総合窓口と２階の生涯学習課、
まほろばホール、もみじケ丘出張所で配布予定です。

第十七回原阿佐緒賞　作品募集
　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：未発表短歌一人２首まで。Ａ４判の規定用紙に住所、氏名、年齢、学校名および学
年、電話番号を明記（原稿用紙でも可）。

応募資格：中学生以上
応募期限：１月３１日（日）（当日消印有効）
出 詠 料：１,０００円（中・高校生は無料）。定額小為替証書を作品に同封してください。
応 募 先：〒９８１－３６２４　大和町宮床字八坊原１９－２
　　　　　原阿佐緒記念館「第十七回原阿佐緒賞」係　（電話/ＦＡＸ ３４６－２９２５）
表 彰 式：６月１８日（土）　まほろばホール
各　　賞：【一般の部】原阿佐緒賞１名／優秀賞５名
　　　　　【青少年の部（中・高校生）】優秀賞１名／奨励賞１０名以内／特別賞５名以内

第十六回原阿佐緒賞　青少年の部町内受賞者作品
　トス上げてボールを追えば目にささる夏の日差しが頑張れという
� 宮床中学校二年　渥美　�琳�さん
　波の先日の沈み出す瞬間にふいに浮かんだ母のおもかげ
� 宮床中学校三年　及川　�瑛�さん
　雪どけの水をすいとり植物は次の季節へ動き始める
� 宮床中学校一年　森野�愛美�さん

　かつて東北大学の総長を務められた加藤陸奥雄氏（故人）
の寄贈コレクションの中から、今年の干支にちなんで、日
本各地の「申」に関する郷土玩具を展示します。

「申
さる

〜加藤陸奥雄コレクションより〜」ミニ企画展

会 期　1月7日（木）〜1月14日（木）
会 場　まほろばホール　1階交流ホール

災害から守ろう 文 化 財
文化財防火デー

文化財防火訓練

　毎年１月26日は、「文化財防火デー」です。昭和24年１月26
日に、現存する最古の木造建築物である法隆寺の金堂が炎上し、
壁画が焼損したことと、１月と２月が１年のうちで最も火災が発
生しやすい時期であることから、昭和30年に定められました。
　この日を中心として全国的に文化財防火運動が展開され、文化
財を災害から守る意識の高まりが図られています。

　町では、１月23日（土）に町指定文化財の「旧宮床伊達家住宅」
と宮床基幹集落センターで、宮床歴史の村保存会、宮床地区の婦
人防火クラブ、大和町消防団第二分団、黒川消防本部のご協力を
いただき、消火訓練や放水訓練などを行います。　

● 総合体育館からのご案内  ●
わくわく運動教室 La La La フィットネス
走り方、鉄棒、マット、跳び箱、ニュースポーツについての教室を行います。 脚力強化、体幹強化などをテーマとした介護予防の教室を行います。
開催日：１月８日・２２日（全金曜日）
会　場：総合体育館　第二競技場（サブアリーナ）

会　場：総合体育館　研修室
対象者：６０歳以上

　持ち物：運動できる服装、室内用シューズ、タオル、飲み物　　　申込締切：定員に空きがあれば開催日前日まで申込可能　　　※参加料は当日頂きます。

対象者 年長～小学１年生 小学２年生～４年生

時　間 午後４時～午後５時 午後５時30分～午後７時

参加料 ８１０円/１回 １,０８０円/１回

定　員 各日１０名 各日１５名

コース 月曜日コース 金曜日コース
開催日 1/18・1/25・2/1・2/8・2/15・2/22 1/22・1/29・2/5・2/12・2/19・2/26
時　間 午後1時30分～午後2時30分 午前10時45分～午前11時45分
参加料 ３,７８０円/６回・６５０円/１回
定　員 各日１０名

参加者募集中

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎３４６－２１７８

問い合わせ先：生涯学習課　☎３４５－７５０８

問い合わせ先：生涯学習課　☎３４５－７５０８

「妻として・女優として 〜夫・大島渚と過ごした日々〜」演題

日記帳に描かれたスケッチ

堤人形の申（仙台市）

放水訓練

消火訓練

問い合わせ先：生涯学習課　☎345-7508

田澤雄作/著
株式会社 教文館/発行


