
日　　時：10月７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：【１ｋｍコース】　親子ペア（　　　　　　　）
　　　　　【３ｋｍコース】　小学４～６年生（男子・女子）
　　　　　　　　　　　　　中学生以上一般女子
　　　　　【５ｋｍコース】　中学生以上一般男子
　　　　　【10ｋｍ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21日（金）

未就学児と保護者・
小学１～３年生と保護者

第38回 町民マラソン　　　大会歩け
走れ

　秋の七ツ森湖畔を会場にマラソン大
会を開催します。美しい自然に囲まれ
たコースで、景色を楽しみながら一緒
にゴールを目指しましょう！

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178（毎週火曜日休館）

日 月 火 水 木 金 土
日付 1

行事等

休日当番医

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〕
（10：30～11：30　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
フレッシュミクロミニバ
スケットボール大会

○
午後 ○
夜間 ○

2 3 4 5 6 7 8
各地区町民運動会

いとうクリニック
富谷市成田四丁目１-１１
☎３４８-３０５１

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～）
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
（19：45～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

まほろばホール
図書室休館日

わらべうたと絵本であ・そ・ぼ
（10：00～　まほろばホール）
短歌教室
（13：00～　まほろばホール）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（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～）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

にこ☺
にこ

ままサロン
（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～）

アメリカ陸軍軍楽隊
ビッグバンドコンサート
（18：30～　まほろばホール）

午前 フレッシュミクロミニバ
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 イオンリテールワー
カーズユニオン

○ 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

「開」一般開放
○

午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 仙台管内生涯スポーツ研究協議会 ○ 午後 ○
夜間 「開」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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

9 10 11 12 13 14 15
トレーニング室利用講習会　
（13：30～　総合体育館）

明石台内科
富谷市明石台五丁目１-４
☎７７２-５５５５

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
（19：45～　総合体育館）

ハンドメイドア・ラ・カルト
「コイル編み教室」
（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）

たいわ子育てサポーターフォ
ローアップ研修会Ⅰ
（10：00～　町民研修センター）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（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～）
食彩料理教室〔夜間〕
（18：30～　まほろばホール）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

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～）

午前 平成３０年度大和町イ
ンディアカ交流大会

○ 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 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 第３４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 「開」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 「開」フットサル（予約制）/貸切（サブ） ○ 夜間 グリーンヒルカップ小学生

バレーボール大会準備 ○

日 月 火 水 木 金 土
16 17 18 19 20 21 22

のりこ小児科
富谷市日吉台二丁目２４-２
☎３５８-１２１２

敬老の日
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）

富谷医院
富谷市ひより台一丁目４５-１　
☎３５８-２８７２

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

まほろばホール
図書室休館日

おはなし会〔もみじっ子〕
（10：30～11：30　まほろばホール）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（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～）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

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～）

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３４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
第６回大和町バスケッ
トボール大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

23 24 25 26 27 28 29
秋分の日
トレーニング室利用講習会　
（13：30～　総合体育館）

渋谷クリニック
富谷市日吉台二丁目３８-１０　
☎３４８-５２１１

振替休日
トレーニング室利用講習会　
（19：00～　総合体育館）　

明石台整形外科
富谷市明石台二丁目２２-５　
☎３５１-２３２２

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

ハンドメイドア・ラ・カルト
「カルトナージュ教室」
（10：00～　ふれあいの杜）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　総合体育館）
たいわ子育てサポーターフォ
ローアップ研修会Ⅱ
（13：30～　役場301会議室）
わいわい落合っ子（15：00～）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

ピラティス講座
（10：00～　ふれあいの杜）
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）
郷土史講座
（14：00～　まほろばホール）

午前 第６回大和町バスケッ
トボール大会

○ 午前
ＳＢＬＳ夏の大会

○
休館日

午前 運動会練習（みやの森幼稚園） ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 運動会練習（みやの森幼稚園） ○ 午前 平成３０年度富谷黒川
地区中学校新人体育大
会（ハンドボール競技・
卓球競技）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 「開」バレーボール1/2・バ

ドミントン1/2 ○ 午後 ○ 午後 平成３０年度富谷黒川地
区中学校新人体育大会
ハンドボール競技準備

○ 午後 ○
夜間 「開」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 ○ 夜間 ○

30 10/1 2 3 4 5 6

大衡村診療所
大衡村大衡字河原５５-１１　
☎３４５-２３３６

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）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）
ボランティア研修会（図書・
読書活動支援）
（13：15～　役場301会議室）

まほろばホール
図書室休館日

女性ア・ラ・カルト
「リンパマッサージ講座」
（10：00～　まほろばホール）
短歌教室
（13：00～　まほろばホール）

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

にこ☺
にこ

ままサロン
（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～）

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〕
（10：30～11：30　まほろばホール）

午前 平成３０年度富谷黒川
地区中学校新人体育大
会（卓球競技）

○ 午前 運動会練習（みやの森幼稚園） ○
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 運動会（みやの森幼稚園） ○ 午前 第４０回仙台市立高等学校
女子バレーボール秋季大会

○
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 ○

夜間 「開」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 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「開」一般開放 ○

生涯学習カレンダー
2018

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。



※出典：子ども読書の情報館「絵本で子育てを楽しく」　文部科学省（一部加工して作成）

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

50

読み聞かせ
がはぐくむ
子どもの力
③

かんたん！ストレッチ

リズム de エクササイズ

　かんたんストレッチで気持ちよく身体を伸ば
しましょう！

　音楽に合わせて動いて楽しくシェイプアップ
を目指します♪

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178（毎週火曜日休館）

総合体育館からのご案内

　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。
　今月号は、全７回シリーズ「子どもの成長と絵本の関わりについて」の第３回をご紹介します。

０歳～２歳頃 の読み聞かせ　音やリズムを楽しもう

○子どもと楽しくふれあう

○この時期の読み聞かせ

○子どもにうたを聞かせる

～絵本で子育てを楽しく～

　大和町公民館図書室（まほろばホール内）にはたくさんの絵本があります。また、お近
くの児童館の絵本コーナーや宮城県図書館も、ぜひご利用ください。
　どんな本が良いのかわからないときは各施設の職員にご相談ください。

日　　時：９月１３日、２０日、２７日（木曜日）
　　　　　午前１０時～午前１１時
会　　場：大和町総合体育館　研修室又は柔道場
対　　象：一般男女
定　　員：２０人（先着順）
参 加 料：１回５４０円　　※当日、券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：総合体育館受付に直接か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１３日、２０日、２７日（木曜日）　
　　　　　午後７時３０分～午後８時３０分
会　　場：大和町総合体育館　研修室又は柔道場
対　　象：一般男女
定　　員：２０人（先着順）
参 加 料：１回５４０円　　※当日、券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、屋内シューズ
申 込 み：総合体育館受付に直接か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

　お父さんやお母さんや家族の声は赤ちゃんや幼い子
どもにとって特別です。子どもに愛情を持って表情豊
かに言葉をかけましょう。
　この時期は、話しかけたり、ふれあったり、抱っこ
をしたりすることが大切です。子どもはことばの音や
リズム、大人の表情や雰囲気を感じとっています。

　子どもがなにをおもしろがるか、様子を見ながら、
親子でふれあう時間をもちましょう。目を見ながら、
からだにふれながらゆっくり話しかけましょう。
　語りかけながら子どもの様子を見守りましょう。

　親子遊びのひとつとして、読み聞かせをはじめてみませんか。
生まれてから、すぐにでもはじめられます。子どもがすわれる
ようになったら、ひざに乗せるなど、よりそって読むことが大
切です。
　途中まででも、好きなページだけでも、楽しめる範囲で読み
聞かせを行いましょう。

　わらべうたや子守りうたなど、うたを歌って聞かせま
しょう。とくに、わらべうたは音域が狭いため、乳幼児
でも聞きやすく、子どもが歌いやすいことが特徴です。
　知っているフレーズだけでも、自分流のリズムでもか
まいません。ゆっくりと同じテンポでくり返しましょう。

いっしょに外遊び
をすることも大切
だよね

子どものまなざしや
しぐさに関心を示す
ことが成長につなが
るそうよ

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

第10回まほろば音楽祭
　大和町内の音楽愛好者による音楽祭です。様々なジャンルの団体が日頃の練習
の成果を披露します。みなさんお誘いあわせの上、ぜひお越しください！
日　時：10月14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
入場料：無料
　　　　下記にて整理券配布中！
　　　　　◆まほろばホール
　　　　　◆生涯学習課
　　　　　◆南部コミュニティセンター
　　　　　　「ふれあいの杜」

出演団体
　生田流箏曲愛好会／オカリナサークル七ツ森／小野っ子太鼓同好会
　黒川郡連合青年団合唱部／黒川高等学校吹奏楽部／大和コーラス／大和中学校吹奏楽部
　七ツ森太鼓／七ツ森童謡をうたう会／難波神代神楽保存会／ハーモニカ愛好会
　ピアノファンクラブ／ビィビィバンド／まほろば少年少女合唱団／杜乃七頭舞

ビッグバンドコンサートアメリカ陸軍
軍 楽 隊
アメリカ陸軍軍楽隊による重厚な迫力のあるコンサートを開催します。
ステージいっぱいに繰り広げられる華麗なパフォーマンスをお楽しみください。

日　時：９月８日（土）
　　　　午後６時30分開演（午後６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　2,500円（2,200円）
　　　　大学・高校生　2,000円（1,800円）
　　　　小・中学生　　500円（　400円）

〔（　　）内は友の会会員価格・当日券は500円増〕
※小・中学生は保護者の同伴が必要です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※演奏曲は変更になる場合があります。

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

演奏曲「In The Mood」 「Sing Sing Sing」
「Ａ列車で行こう」　ほか

チケット好評販売中
　まほろばホール、各プレイガイド
　ローソンチケット（Ｌコード22118）

US Army band Big Band concert

大和町公民館図書室 企画

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････鉛筆またはペン
50ポイント････レターセット　100ポイント････工作セット

本とおおきなかぶ大作戦　PART6

＊＊＊大和町公民館図書室　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

※プレゼントはなくなり次第終了いたします。

期間：９月10日（月）～12月27日（木）　　　　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。また、指定の用紙に感想を書くとボーナスポイント
をゲット！ポイントに応じてプレゼントがあります。

　　　※本の貸し出しは、１日５冊まで。

申込・問い合わせ先：生涯学習課　☎345-7508

江戸時代に吉岡領主を務めた但木家と関わりが深い涌谷伊達家。
同家が領主を務めた地、「遠田郡涌谷町」を訪ねます。

日　　時：10月23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：涌谷町立史料館、天平ろまん館、見龍寺ほか
定　　員：40人（先着順。町内在住または在勤の方に限ります。）
参 加 料：2,500円（昼食代などを含みます。）
申込方法：9月18日（火）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。ただし、定員になり次第、締め切らせて

いただきます。

バスで移動します。
どんな文化財に
出会えるんだろう？

第49回  文化財めぐり 参加者
募集！

涌谷町立史料館と太鼓堂


