
日 月 火 水 木 金 土

　

日付 1 2

行事など

休日当番医

お達者倶楽部（脳トレ講座）
（10:00～　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）
エンジョイタイム

（19:00～　総合体育館）

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・卓球（サブ） ○ 午前「開」卓球 ○
午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後「開」バドミントン ○
夜間「開」フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間「開」バレーボール ○

3 4 5 6 7 8 9
 

ほそごえ整形外科
大和町吉岡まほろば一丁目７番地の９
☎725-4645

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ミズノLALALA健康プログラム

（10:00～　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
※制限あり

（18:00～　総合体育館）

ハンドメイド講座
「はじめてのあみ物小物」
（10:00～　まほろばホール）

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ストレッチ＆かんたんトレーニング

（10:00～　総合体育館）
短歌教室

（13:00～　まほろばホール）
体幹トレーニング

（19:30～　総合体育館）

ファイティングエクササイズ
（18:30～ 総合体育館）
筋トレナイト

（19:30～ 総合体育館）

午前「開」バレーボール ○ 午前「開」バドミントン ○
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前「開」ソフトテニス ○ 午前
貸切

× 午前
貸切

×
午後「開」バスケットボール ○ 午後「開」バレーボール ○ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後「開」バドミントン ○ 午後 × 午後 ×
夜間「開」バドミントン ○ 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 ×

10 11 12 13 14 15 16
トレーニング室利用講習会

（18:00～　総合体育館） 

富谷ファミリーメンタルクリニック
富谷市上桜木二丁目3番地6
☎725-4156

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
かんたんエアロ

（19:30～　総合体育館）

バドミントンスクール
※制限あり

（18:00～　総合体育館）

はじめての読み聞かせ講座
（10:00～　まほろばホール）
らくらく筋トレ教室

（10:00～　総合体育館）

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ストレッチ＆かんたんトレーニング

（10:00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会

（13:00～　総合体育館） 
体幹トレーニング

（19:30～　総合体育館）

にこ
にこ

ままサロン
（10:00～　町民研修センター）
コーヒーの淹れ方講座

（18:30～　まほろばホール）

午前
貸切

○ 午前
貸切

○
休館日

午前
貸切

○ 午前
貸切

○ 午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前
貸切

◯
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後

貸切
○ 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 ○ 夜間 ◯

日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23

明石台こどもクリニック
富谷市明石台六丁目1番地20
☎725-8815

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ミズノLALALA健康プログラム

（10:00～　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
※制限あり

（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　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ストレッチ＆かんたんトレーニング

（10:00～　総合体育館） 
体幹トレーニング

（19:30～　総合体育館）

幼児学級どんぐりクラブ
in ふれあいの杜

（10:00～　ふれあいの杜）

ファイティングエクササイズ
（18:30～　総合体育館）
筋トレナイト

（19:30～　総合体育館）

午前
貸切

◯ 午前「開」バドミントン ○
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ◯ 午前「開」ソフトテニス ○ 午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前
貸切

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

24 25 26 27 28 29 30
トレーニング室利用講習会

（18:00～　総合体育館）

やすこ女性クリニック
富谷市明石台六丁目1番地20
☎342-1255

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
かんたんエアロ

（19:30～　総合体育館）

はじめての読み聞かせ講座
（10:00～　まほろばホール）
バドミントンスクール
※制限あり

（18:00～　総合体育館）

らくらく筋トレ教室
（10:00～　総合体育館）

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ストレッチ＆かんたんトレーニング

（10:00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会

（13:00～　総合体育館） 
体幹トレーニング

（19:30～　総合体育館）

郷土史講座
（14:00～　まほろばホール）
エンジョイタイム

（19:00～　総合体育館）

午前 貸切 ○ 午前「開」バドミントン ○
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前「開」ソフトテニス ○ 午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前
貸切

○
午後 ○ 午後 貸切 ○ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後

貸切
○ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後 ○

夜間 19:00～　「開」バスケットボール ○ 夜間「開」バレーボール1/2・卓球1/2 ○ 夜間「開」バドミントン ○ 夜間 ○ 夜間「開」フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間 ○

31

きぼうの杜診療所
大和町吉田字新要害10番地
☎344-4607

午前
貸切

○
午後 ○
夜間 19:00～　「開」卓球 ○

宮床宝蔵企画展

加藤陸奥雄コレクション　郷土玩具　東VS西
日本各地には、その土地の風土を反映した郷土玩具が存在しています。
東日本と西日本では、郷土玩具にはどんな違いや共通点があるのでしょうか？
加藤陸奥雄コレクションよりご紹介します。
会　期：10月12日（火）～12月26日（日）　午前９時～午後４時
会　場：宮床宝蔵　　会期中の休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）
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人以上の団体割引あり

生涯学習カレンダー
2021 10 　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、室内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。

　※個人・団体での練習または大会準備は「貸切」と掲載しています。
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。講習会の受講申し込みは総合体育館まで）
　※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。

問　宮床宝蔵　☎346-2438

問　生涯学習課　☎345-7508

生涯学習施設の利用について
　新型コロナウイルス感染症の状況により
休館となる場合があります。
　利用する際は、町ホームページなどで開
放の状況をご確認ください。
ホームページ
URL：https://www.town.taiwa.
　　　miyagi.jp/soshiki/soumu/9367.html

宮床宝蔵企画展
「加藤陸奥雄コレクション
郷土玩具 東VS西」 ～12/26　

佐藤忠良の屋外彫刻写真展示
～11/15

声優朗読劇フォアレーゼン
チケット一般販売開始
 10:00～　まほろばホール
　　　    ローソンチケット

東日本を代表する郷土玩具
「こけし（宮城県　鳴子こけし）」

大和町放課後子ども教室「わいわい」

スタッフ大募集 !!
　「わいわい」では、放課後に小学生の子どもたちと
一緒に活動するスタッフを大募集しています。
　子どもと遊ぶことが好きな方、地域の子どもたちの
健全育成に興味のある方、お子さんの放課後の様子を
見たい方など、どなたでもご参加いただけます。
　興味のある方、詳しく話を聞いてみたいという方は、
お気軽に生涯学習課までお問い合わせください。

放課後子ども教室
「わいわい」って？

　子どもたちが自由に遊び、さま
ざまな活動ができる居場所づくり
を、地域の皆さんとつくっていこ
うという趣旨のもとに運営されて
いる教室です。主に放課後の時間
に活動しています。

問　生涯学習課　☎345-7508

声優朗読劇フォアレーゼン
チケット先行抽選販売

（18:00～　フォアレーゼンTicket）

声優朗読劇フォアレーゼン
チケット先行抽選販売最終日



「みやぎ子育て支援パスポート」とは？

こんなに便利！子育て家族の強い味方！

パスポートを取得しましょう！

　子育てにやさしい社会の実現のため、各事業者・店舗から
提供された子育て家庭向けの各種割引やご優待サービス、外
出サポートなどをパスポートの提示により受けられる仕組み
です。

　協賛店舗でパスポートを提示することで、さま
ざまなサポートやサービスを受けることが可能で
す！
　協賛店舗のリストはみやぎ子育て支援パス
ポートのホームページで確認できます。

　宮城県在住で、18歳以下のお子さんがいるご家庭および妊娠中
の方がいるご家庭なら誰でも利用可能です！
　スマートフォン（タブレット）をお持ちの方は「QRコード」からア
クセスしてください。パソコンからも「みやぎ子育て支援パスポー
ト」で検索してホームページにアクセスできます。

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

86
みやぎ
子育て支援
パスポート

　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、周りの多くの方に、子育てのヒン
トをお届けします。今月は平成30年からスタートした「みやぎ子育て支援パス
ポート」をご紹介します。

出典：みやぎ子育て支援パスポート 公式ホームページ 
　　　https://www.miya-pass.jp

協賛店舗数は県内で2300店以上！ぜひパスポートをご利用ください！

問　生涯学習課　☎345-7508

問　生涯学習課　☎345-7508

佐藤忠良の屋外彫刻写真展示
撮影 藤田観龍

撮影 藤田観龍

　来年、令和４年は、彫刻家佐藤忠良氏の生誕110年記念の年です。
　昨年、写真家藤田観龍氏から長年にわたり撮りためた佐藤忠良氏の屋
外彫刻やアトリエの写真を大和町に寄贈いただきました。
　このたび、佐藤忠良生誕110年に先駆けて、その一部をご紹介します。

期　　間：10月20日（水）～11月15日（月）
時　　間：午前9時30分～午後４時30分
展示会場：まほろばホール1階・2階交流ホール
　　　　　佐藤忠良ギャラリー
佐藤忠良（1912年～2011年）
　佐藤忠良氏は、大和町で生まれた現代日本の具
象彫刻を代表する作家です。作品は、フランスや
アメリカなど海外でも高く評価されています。
　デッサンの名手としても知られ「おおきなかぶ」
など、絵本の挿絵も描いています。

　２つの10を横にすると人の眉と目に見えることから、毎年10月10日は
「目の愛護デー」と呼ばれています。

　子どもの目は、見るもの・感じるもの全てが光刺激となり、毎日休まず発
達しています。そして、６歳ころに両目の視力がほぼ完成すると言われてい
ます。
　ところが、遠視、乱視、斜視があると目の機能の発達が遅れ、十分な視力
が得られない場合があります。１～３歳の子どもは目に異常があってもそれ
を言葉にできないため、周りが気づいてあげなくてはなりません。

このような症状が
ないか、普段から
気にかけてみてく
ださい。

□テレビや絵本を極端に近づいて見る
□目を細める
□上目づかいや横目づかいをする
□片目をつぶったりやけに眩しがったりする
□見るときに首を曲げたり、頭を傾けたりする

作 品 募 集

第27回大和町まほろばの風景「七ツ森」展
　大和町の思わず心に残したくなるような四季折々の自然風景や祭り・
行事、または作者が心に抱いている県内各地の自然風景を題材とした
絵画および写真を公募し、作品を審査、展示します。
　　　テーマ： ①大和町のシンボル「七ツ森」
　　　　　　　②大和町の四季折々の自然風景・祭り・行事
　　　　　　　③県内各地の自然風景

◆部　　門　絵画：一般の部・小中学生の部
　　　　　　写真：一般の部
◆申込方法　申込書にて出品申込をしてください。
　　　　　　※申込書は、まほろばホール窓口で配布しています。
◆申込期間　10月1日（金）～12月17日（金）
◆搬　　入　写真　10月1日（金）～12月17日（金）
　　　　　　絵画　令和4年1月14日（金）、 15日（土）
◆展　　示　令和4年2月2日（水）～16日（水）

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

第 26 回大和町まほろばの風景「七ツ森」展 
まほろば大賞作品

絵画小中学生の部
「今しか描けない景色」
伊東和香奈（宮床中学校）

絵画一般の部
「晩夏の船形山」
石川守一（加美町）

写真一般の部
「晩秋の朝」

渡辺孝男（仙台市泉区）

〇ミルクのお湯・授乳スペース
〇おむつ替え
〇キッズスペース
〇お得な割引特典
〇おまけがもらえる
〇その他にも特典あり

利用者登録ページ

●総合体育館開催プログラム● 申・問　総合体育館　☎346-2178（火曜日休館）

ミズノLALALA健康プログラム
体力・筋力アップを目指したミズノオリジナルプログラム！
グッズを使って楽しく身体を動かしましょう♪
日　　時：10月４日（月）、18日（月）　午前10時～11時
会　　場：大和町総合体育館　研修室または柔道場
参 加 料：550円（税込）　※当日券売機にてお支払ください
対　　象：一般男女
定　　員：６人（定員になり次第締切）
持 ち 物：運動しやすい服装・室内シューズ・飲み物・タオル
申込締切：開催日前日

らくらく筋トレ教室
初心者の方におススメの筋トレ教室！運動不足を解消しましょう！
日　　時：10月13日（水）、27日（水）　午前10時～11時
会　　場：大和町総合体育館　研修室または柔道場
参 加 料：550円（税込）　※当日券売機にてお支払ください
対　　象：一般男女
定　　員：６人（定員になり次第締切）
持 ち 物：運動しやすい服装・室内シューズ・飲み物・タオル・ストレッチマット
申込締切：開催日前日

子どもの目の
発達のために

10月 10日は
「目の愛護デー」です！


