
日 月 火 水 木 金 土

日付 1 2 3 4

行事など

休日当番医

短歌教室
（13:00～　まほろばホール）

はじめてのマクラメ編み教室
（10:00～　まほろばホール）
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）
体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

はなかっぱキャラクターショー
（13:30～　まほろばホール）
らくらく筋トレ教室
（19:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（20:30～　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）
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）

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」ソフトテニス ○ 午前
貸切

○ 午前
貸切

○
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」バスケットボール ○ 夜間 ○ 夜間 ○

5 6 7 8 9 10 11
第17回サイクルフェスティバル
（9:00～　宮城県自転車競技場）

ちば小児科医院
富谷市富谷北裏47番地
☎358-0601

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）
はじめてのヨガ教室
（11:00～　総合体育館）

はじめてのマクラメ編み教室
（10:00～　まほろばホール）
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）
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）

らくらく筋トレ教室
（19:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（20:30～　総合体育館）

第51回大和町さつき展
（9:00～　まほろばホール）
郷土史講座
（14:00～　まほろばホール）

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 「開」卓球 ○
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 「開」バドミントン ○
夜間「開」卓球 ◯ 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」バレーボール ○

日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18

第51回大和町さつき展
（9:00～　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）

塚本耳鼻咽喉科医院
大和町吉岡字中町60番地
☎345-2734

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
かんたんエアロ
（19:30～　総合体育館）

はじめての家庭菜園教室
（10:00～　ふれあいの杜）
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）
おはなし会(もみじっ子)
（10:30～　まほろばホール）
はじめてのヨガ教室
（11:00～　総合体育館）
はじめての家庭菜園教室
（13:30～　まほろばホール）

はじめてのマクラメ編み教室
（10:00～　まほろばホール）
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）
体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

どんぐりクラブ
（10:00～　町民研修センター）
らくらく筋トレ教室
（19:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（20:30～　総合体育館）

第二十三回原阿佐緒賞
表彰式
（13:30～　まほろばホール）
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」バスケットボール ○ 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「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前
貸切

◯
午後「開」バレーボール ○ 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「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「開」バスケットボール ◯

19 20 21 22 23 24 25
ふるさと体感隊

「遊々の森  里山散策隊」
（10:00～　遊々の森）

たいとみ胃腸内科医院
富谷市日吉台二丁目34番地2
☎725-7201

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）

お達者倶楽部
（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）
はじめてのヨガ教室
（11:00～　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）
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）

らくらく筋トレ教室
（19:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（20:30～　総合体育館）

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）

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

26 27 28 29 30
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

長澤整形外科クリニック
富谷市富ケ丘二丁目11番地12
☎358-7688

卓球スクール
（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
（18:00～　総合体育館）

らくらく筋トレ教室
（10:00～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（11:00～　総合体育館）

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
体幹トレーニング
（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 貸切 ◯
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 ◯

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 6 　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

　「昔の人」の暮らしと、現在の私たちの暮らしの中で、
共通する部分と異なっている部分など、少しだけ驚き
の豆知識をご紹介します。
会　　期：６月30日（木）まで　午前９時～午後４時
会　　場：宮床宝蔵
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人以上の団体は割引あり）

※�掲載している催物は、新型コロナウイルス感染症の
状況により中止となる場合があります。

第二十三回原阿佐緒賞
受賞作品展　～6/28正午

原阿佐緒記念館小企画展
原阿佐緒－等身大の姿－～8/31

全席指定
観覧無料

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

大和駐屯地定期演奏会「まほろばコンサート 2022」
陸上自衛隊第６音楽隊によるコンサートを開催します。
大迫力の吹奏楽をぜひご鑑賞ください。

公演日：８月 27日（土）
時　間：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：無料

チケット配布日
◇友 の 会：７月６日（水）から
◇一　　般：７月13日（水）から
配布場所：まほろばホール窓口
配布時間：午前９時〜午後５時（毎月第１・第３火曜日休館）

出演者
◇陸上自衛隊第６音楽隊
◇大和町内中学校吹奏楽部

宮床宝蔵
小企画展

企画展示準備のため
佐藤忠良ギャラリー休館

佐藤忠良野外彫刻写真展
～7/13

宮床宝蔵小企画展「昔の暮
らしの、豆知識」最終日

パネル展
「昔の暮らしの、豆知識」



昭和初期頃の阿佐緒

会　　期：８月31日（水）まで
会　　場：原阿佐緒記念館
開館時間：午前９時～午後４時
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名以上の団体は割引あり）

問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

大和盆栽愛好会の会員が手入れした「さつき」を展示します。
「さつき」とは大和町の町花である「つつじ」の仲間の植物です。
日　時：６月11日（土）午前９時～午後４時
　　　　　　12日（日）午前９時～午後４時30分
会　場：まほろばホール　１階　大会議室・会議室・交流ホール

内　容：（１）さつきの展示
　　　　（２）さつきの手入れ講習会
　　　　　　日　時：６月12日（日）午後１時～２時30分
　　　　　　場　所：１階　談話ラウンジ
　　　　　　講　師：大和盆栽愛好会
　　　　（３）チャリティ即売会（さつきの販売）
　　　　（４）先着でさつき・つつじの苗木をプレゼント（２日間で200本を予定）

※�掲載している催物は、新型コロナウイルス感染症の
状況により中止となる場合があります。

第51回 大和町さつき展

公民館・まほろばホール　☎344-4401問

原阿佐緒記念館 小企画展

原阿佐緒 －等身大の姿－
　「原阿佐緒」とは、どのような人だった
のでしょうか。
　その短歌からは芸術に打ち込む歌人とし
ての、そして家族を愛するひとりの人間と
しての阿佐緒の姿が伝わってきます。短歌
と、記念館に数多く残されている写真から

「等身大の原阿佐緒」を探ります。

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

93
子どものイン
ターネット利用
について②

問　生涯学習課　☎345-7508
出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/3.html

　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、
子育てのヒントをお届けします。

保護者ができる３つのポイントとは？

　本カレンダー５月号では、子どもたちのインターネット利用に潜む危険を紹
介しました。今月号では、子どもたちのために保護者ができる３つの対策を紹
介します。

①利用状況を把握するために、ペアレンタルコントロールを活用しましょう
　子どもが使える時間や見られるサイトを制御し、使い方を見守ることをペアレンタル
コントロールといいます。
　それにより、日々のゲームのプレイ時間の確認・調整や、課金の制限などを行えます。

②不適切な情報へのアクセスを制限するフィルタリングを賢く利用しましょう
　フィルタリングは、サイトへのアクセスをコントロールしてくれる機能です。それ
により、危険性のあるサイトなどを閲覧できないようにします。

③家庭のルールを一緒に作り、成長とともに少しずつ見直していきましょう
　ルールづくりは保護者の一方的な押し付けではなく、子どもと一緒になり、利用目
的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また、そのルー
ルは、成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。

●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）

ストレッチ&かんたんトレーニング
ストレッチとかんたんなトレーニングで体をスッキリさせましょう。
日　　時：６月９日、23日（木）午前10時～11時
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

シンプルなヨガの動作で、心とカラダを整えましょう。

はじめてのヨガ教室

日　　時：６月３日、10日、17日、24日（金）午後８時30分～９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

生誕110年 佐藤忠良
「野外彫刻・アトリエの日々」写真展
　大和町出身の彫刻家、佐藤忠良氏の生誕110年を記念して、藤田観龍氏が
撮影した野外彫刻写真の展示を行います。

展示期間：６月29日（水）～７月13日（水）　※７月５日（火）は休館
開館時間：午前９時30分～午後４時30分
会　　場：まほろばホール
　　　　　佐藤忠良ギャラリー・展示室・研修室１・交流ホール
入 場 料：無料
そ の 他：�６月27日（月）、28日（火）は企画展示準備のため佐藤忠良ギャラ

リーは休館となります。

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。

公民館・まほろばホール　☎344-4401問

家庭のルールの具体例
 ・名前や顔写真、学校名などは書き込まない。
 ・友達にメールやメッセージのやり取りを強要しない。
 ・利用する場所や時間を決める。
 ・パスワードは親が管理する。
 ・トラブルの時はすぐに保護者に相談する。

藤田観龍・撮影

アトリエでの佐藤忠良


