
日 月 火 水 木 金 土
日付 1

行事など

休日当番医

元日

まほろばホール
図書室休館日

いとうクリニック
富谷市成田四丁目1番地11
☎348-3051

総合体育館開放情報
(欄外下の見方参照) 休館日

2 3 4 5 6 7 8
まほろばホール
図書室休館日

明石台内科
富谷市明石台五丁目1番地4
☎772-5555

まほろばホール
図書室休館日

のりこ小児科
富谷市日吉台二丁目24番地2
☎358-1212

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）

らくらく筋トレ教室
（10:00～　総合体育館）

卓球スクール
（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）

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）

休館日 休館日 休館日
午前

貸切
◯ 午前

貸切
○ 午前

貸切
○ 午前

貸切
○

午後 ◯ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ◯ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 ○

9 10 11 12 13 14 15
令和４年大和町成人式
（13:00～　まほろばホール）

佐藤病院（精神科）
富谷市三ノ関坂ノ下116番地1
☎358-6855

成人の日

澁谷クリニック
富谷市日吉台二丁目38番地10
☎348-5211

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）
はじめてのヨガ教室
（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）

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）

午前
貸切

○ 午前
貸切

○
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 ○ 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 ○ 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 貸切 ○ 夜間 ◯

日 月 火 水 木 金 土
16 17 18 19 20 21 22

第59回　町民卓球大会
（9:00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

明石台整形外科
富谷市明石台二丁目22番地5
☎351-2322

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ファイティングエクササイズ
（13:30～　総合体育館）
かんたんエアロ
（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）

らくらく筋トレ教室
（10:00～　総合体育館）

卓球スクール
（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
（10:00～　町民研修センター）

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

貸切
○ 午後 ○

夜間 ◯ 夜間「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 夜間 貸切 ◯ 夜間 貸切 ○ 夜間 ○ 夜間 ○

23 24 25 26 27 28 29

大衡村診療所
大衡村大衡字河原55番地の11
☎345-2336

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（19:30～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（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）

文化財防火訓練
（9:30～　宮床基幹集落センター）
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「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

貸切
○ 午後 ○

夜間「開」バスケットボール ○ 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 31
まほろばお好み演芸会

「魅知国たいわ寄席」
（14:00～　まほろばホール）
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

富谷医院
富谷市ひより台一丁目45番地1
☎358-2872

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ファイティングエクササイズ
（13:30～　総合体育館）
かんたんエアロ
（19:30～　総合体育館）

午前
貸切

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

午前　 9：00～12：00
午後　13：00～17：00
夜間　18：00～21：30

生涯学習カレンダー
2022 1 　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　公民館・まほろばホール　☎344-4401

それいけ！アンパンマンショー
チケット友の会先行配布開始

それいけ！アンパンマンショー
チケット一般配布開始

第27回まほろばの風景「七ツ森」展　絵画の部　搬入期間
まほろばホール　午前10時～午後3時

第27回大和町まほろばの風景「七ツ森」展
大和町の四季折々の自然風景や祭り、県内各地の自然風景を題材とした絵画や写真を展示します。
作品に込められた思いを感じながら、さまざまな「まほろばの風景」をご覧ください。

◆会　期：２月２日（水）～16日（水）　※15日（火）休館日
◆時　間：午前９時30分～午後４時30分
◆表彰式：２月６日（日）午前10時開式
◆会　場：まほろばホール

第26回 絵画小中学生の部
まほろば大賞

「今しか描けない景色」
伊東 和香奈（宮床中学校２年）

※学年は受賞当時

観覧無料
全席指定

ぼくらの町にアンパンマンがやってくる！

まほろばホールで、アンパンマンショーが開催されます！
アンパンマンと楽しい仲間たちが繰り広げるゆかいなショーをぜひご覧ください！

公演日：２月 18日（金）
時　間：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

チケット配布開始日
　◇友の会先行：１月12日（水） 先着220枚予定　
　◇一 般 配 布：１月19日（水） 先着110枚予定
配布場所：まほろばホール窓口

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

第二十三回原阿佐緒賞
応募締切日



「書初め大会」中止のお知らせ

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

89
より良い関係のた
め「祖父母とのお
つきあい10か条」

　 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。

問　生涯学習課　☎345-7508
問　（企画展）生涯学習課　　　　　　　☎345-7508

　（図　書）公民館・まほろばホール　☎344-4401

●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）

ファイティングエクササイズ【昼の部開催】
音楽に合わせてキック＆パンチ！ストレス解消にもオススメです★ シンプルなヨガの動作で、ココロとカラダを整えましょう。
日　　時：1月17日（月）、31日（月）　午後1時30分～２時15分
会　　場：大和町総合体育館　研修室
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

はじめてのヨガ教室

日　　時：１月13日（木）、27日（木）　午前10時～10時45分
　　　　　１月24日（月）　午後７時30分～８時15分
会　　場：大和町総合体育館　研修室
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、初心者歓迎
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

１．祖父母を頼りすぎない
２．「ありがとう」「ごめんなさい」を言う。親しき仲にも礼儀あり
３．育児方針、してほしくないことを祖父母に伝える
４．祖父母のタイプを見極める。孫とあまり関わりたくない祖父母もいる
５．今と昔（祖父母世代）の子育ての違いを知る
６．預けた時は、文句を言わない
７．お金をもらったら、口と手がついてくる
８．孫の扱いは、決して平等にはならない
９．祖父母の生活、年齢、体力を気にかける
10. 子どもの祖父母を敬う気持ちを育む

出典：NPO 法人 孫育て・ニッポン　https://www.magosodate-nippon.org/

　NPO法人孫育て・ニッポンのホームページでは「孫育て10か条」の他、今と昔の違いなど
を１枚にまとめた用紙がダウンロードできます。

「原稿を読み解く」原阿佐緒記念館企画展

　明治末から昭和初期にかけて歌人として
「スバル」や「アララギ」で活躍した原阿
佐緒。
　文学の世界に深く関わるようになった後
には、短歌だけでなく随筆や小説なども手
掛けるようになりました。
　短歌や随筆など、阿佐緒が書き残した原
稿は今でも数多く残されています。
　その原稿から、歌人そして文筆家として
の阿佐緒を探ります。

開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、1月1日（土）～４日（火）
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人以上の団体は割引あり）

会期：3月31日（木）まで

問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

★☆こちらの展示に興味がある人にオススメの図書☆★

「祖父母とのおつきあい１０か条」

親しき仲にも礼儀あり！
祖父母と上手に付き合うための秘訣を紹介します。

「十二支の郷土玩具」（日貿出版社）　編著：中村 浩訳
　日本各地に伝わる十二支に関する郷土玩具の情報や写真が満
載の本書は本企画展にピッタリです。玩具の写真だけではなく、
十二支をモチーフにした年賀状も多数掲載されている、まさに
十二支尽くしの一冊です。
　まほろばホール図書室に蔵書がありますので、本企画展にお越
しの際に、本書を借りることが可能です。

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

　子育て世代の声、祖父母世代の声から生まれた10か条。祖父母と賢くお付き合い
するコツ。子育て中のお父さん、お母さんは参考にしてはいかがですか。

　生涯学習カレンダー１２月号ではNPO法人孫育て・
ニッポンが提唱する「孫育て１０か条」の紹介をしました
が、今回は、子育てのサポートをしてくれる祖父母に対し
て、どのように付き合うと良いのか、その秘訣を教えてく
れる１０か条を紹介します。

「十二支のはじまり」（教育画劇）　作：岩崎 京子　絵：二俣 英五郎
　十二支といえば、12匹の動物たちが競争をするお話が有名です。
　元日の朝に私のところにあいさつに来なさい。12着までに来た者を、順番に１年
の大将にしてあげよう、という神様からの御触れにより、たくさんの動物たちが競
争をするお話です。

　本書を読むと、なぜ寅が三番目の干支となったの
かがわかります。たくさんの動物たちが登場し、親し
みやすい絵本ですので、十二支を初めて知るお子さ
んにもオススメです。もちろん、まほろばホール図書
室にも蔵書がありますので、ぜひ図書室へお越しくだ
さい。

仙台張子の虎（宮城県）

ミニ企画展 寅
〜加藤陸奥雄コレクションより〜

◆会期：１月８日（土）～１７日（月）
◆時間：午前９時～午後５時
◆会場：まほろばホール　１階交流ホール

落語、漫才、マジック、紙切りとバラエティー豊富なラインナップが楽しめます。
新春の初笑いはまほろばホールで！

公 演 日：1月30日（日）
時　　間：午後２時開演（午後１時開場）
会　　場：まほろばホール 大ホール
チケット情報
友の会S席　1,800円／友の会A席　1,500円
一　般S席　2,000円／一　般A席　1,500円
　　　　　　※当日500円増

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

チケット好評発売中！

まほろばお好み演芸会　魅知国たいわ寄席
み ち の く

　毎年１月初旬に、まほろばホールで開催している「書初め大会」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止の観点から今年度は中止いたします。

・まほろばホール
・吉岡宿本陣案内所
・ファミリーマート
・ＣＮプレイガイド

チケット販売所

昭和初期頃の原阿佐緒


