
日 月 火 水 木 金 土

日付 1 2 3 4 5 6

行事など

休日当番医

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）

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）

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
（13:00～　総合体育館）
体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

バランスボールエクササイズ
（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）

総合体育館開放情報
(欄外下の見方参照)

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「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後 ○
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 ○

7 8 9 10 11 12 13
佐藤忠良ギャラリー・
図書室臨時休館

トレーニング室利用講習
（18:00～　総合体育館）

渋谷クリニック
　富谷市日吉台二丁目38番地10
　☎348-5211

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）

木工DIY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）

ハンドメイド講座「はじめて
の布小物　ソーイング教室」
（9:30～　まほろばホール）
初級　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）

山の日

いとうクリニック
　富谷市成田四丁目1番地11
　☎348-3051

はじめてのヨガ教室
（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「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前
貸切

○
午後「開」バスケットボール ◯ 午後 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「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後 ○
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
14 15 16 17 18 19 20

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）
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）

木工DIY教室
（10:00～　まほろばホール）
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
（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）

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）
読み聞かせ選書講座
（10:00～　まほろばホール）
バランスボールエクササイズ
（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「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「開」フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間「開」バドミントン ○

21 22 23 24 25 26 27
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

佐藤病院（精神科）
富谷市三ノ関坂ノ下116番地1
☎358-6855

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）

木工DIY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）

初級　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）
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）

大和駐屯地定期演奏会
まほろばコンサート2022
（14:00～　まほろばホール）
はじめてのヨガ教室
（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「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 ○ 夜間「開」バスケットボール ◯

28 29 30 31

杉山医院
大郷町羽生字中ノ町11番地の1
☎359-4123

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）

木工DIY教室
（10:00～　まほろばホール）

ハンドメイド講座「はじめて
の布小物　ソーイング教室」
（9:30～　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） ◯
午後 ◯ 午後「開」バレーボール ○ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ◯
夜間 ◯ 夜間「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 夜間「開」バドミントン ◯

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 8 　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

※�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。

原阿佐緒記念館小企画展
原阿佐緒　-等身大の姿-　最終日

アメリカ空軍太平洋音楽隊コンサート
チケット一般配布開始

はなかっぱキャラクターショー
チケット友の会先行配布開始

まほろばホール
自　主　事　業 アメリカ空軍太平洋音楽隊コンサート

米国空軍太平洋音楽隊の隊員で結成されたビッグバンドによる、ジャズコンサートを開催します。
公 演 日：９月９日（金）
開　　演：午後６時 30分（開場：午後 6時）
会　　場：まほろばホール　大ホール
入 場 料：無料（全席指定）

チケット配布日
◇一　般：８月10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）

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。
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。
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人以上の団体は割引あり）

問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

モダンガールスタイルの阿佐緒
（昭和初期頃、右は長男千秋）



公演日：９月21日（水）
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
　チケット料金：友の会・一般　無料
　チケット配布開始日： 友の会　8月31日（水）から
　　　　　　　　　　　一　般　9月 ７日（水）から
　チケット配布場所：まほろばホール窓口
　チケット配布時間：午前９時～午後5時（毎月第１・第３火曜日休館）
その他：子ども1人に対して、保護者1人の同伴をお願いします。
　　　　年齢にかかわらず、入場にはチケットが必要となります。
　　　　 チケットは必ず当日に来館できる人数分を受け取るよう、ご協力ください。

　小さい子どもは、汗腺をはじめとした体温調節機能が十分に発達していないた
め、気温が皮膚温よりも高くなったときに、深部体温が上昇し、熱中症を起こし
やすくなります。

※�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。

郷土の歴史を学びませんか？

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

95
熱中症は予防が
大事！ 十分な対
策が必要です！

問　生涯学習課　☎345-7508

問　生涯学習課　☎345-7508

　 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。
　熱中症は命に関わる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐことができます。新型コロ
ナウイルス感染症を防ぐための「新たな生活様式」が求められる中で、熱中症を予防する
ために、次のようなことに気を付けましょう。

　国立青少年教育振興機構の調査では、体験活動をしていた子どもほど次
のような意識や意欲が強いという報告があります。
・友達の悪い行動をやめさせる、道徳観・正義感が強い
・今の自分が好きという自己肯定感が高い
・勉強が得意な方だと思っている
・自立的な行動習慣が身に付いている

　また、子どもの頃に体験活動をよくしていた人ほど、大人になったとき
の「コミュニケーション力」「自己肯定感」「へこたれない力」などが高
いそうです。

大人の目線で褒めるのではなく、子ども
の「褒められたい」基準や水準を考え、
子どもなりに努力したことや、工夫した
ことを褒めることが大切です。

登　山：辛くても頑張って登る　　　　⇒　登頂したときの達成感
手伝い：人のためにできることをする 　⇒　人から褒められる・認められる

●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）

かんたんエアロ
エアロビクスのステップでリズミカルに体を動かします。
日　　時：８月１日、８日、15日、22日、29日（月）
　　　　　午後7時30分～８時30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いください
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

バランスボールに乗って全身のトレーニングをします！

バランスボールエクササイズ

日　　時：８月５日、19日（金）
　　　　　午後7時30分～８時30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いください
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

①暑さを避けましょう
②適宜マスクをはずしましょう
③こまめに水分を補給しましょう
④日ごろから健康管理をしましょう
⑤暑さに備えた体づくりをしましょう

アウトドアやお手伝いなど！
皆さんもやってみませんか？

子どもたちの成長にとって「体験すること」は非常に大切です。
体験活動をすることにより、どのような影響があるのでしょうか。

体験活動の主な種類

体験で心が育まれる仕組み

体験活動

自然体験活動　……　 登山やキャンプ、ハイキングなどの野外活動、星空や
動植物観察といった自然・環境に関する学習活動

社会体験活動　……　ボランティア活動や職場体験活動、インターンシップ
生活・文化体験活動　……　 放課後に行われる遊びやお手伝い、野遊び、部

活動、地域や学校における年中行事

問　生涯学習課　☎345-7508

自己肯定感が
高まる！！

出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

 はなかっぱキャラクターショー
はなかっぱと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！ 　まほろば大学講座の１講座として、郷土の歴史に対する理解を深める郷土

史講座を開催しています。６月に第1回、７月に第2回の講座を開催しており、
今後の日程は下表のとおりです。

　講座に興味のある方は、お気軽に生涯学習課へご連絡ください。
　また、各講座の前後には、関連した小企画展を行います。

【源頼朝の伝承と奥州合戦に関する展示】
　展示期間：８月22日（月）～9月12日（月）
　会　　場：まほろばホール１階まほろばギャラリー
　展示資料：加藤陸奥雄コレクションの凧と人形
　期間中の休館日：９月６日（火）

展示予定
「源義経の凧」

【会場：まほろばホール　大ホール】

まほろばホール
自　主　事　業 「郷土史講座」開催のお知らせ

月　日 時　間 内　容 講　師

9月１1日（日） 午後２時
～４時

源頼朝の伝承と奥州合戦
について

宮城大学 准教授
三好 俊文 氏

10月１日（土） 疫病除けの信仰について 郷土史研究家
菅野 正道 氏

　また、気温が高い日などに散歩をする場合、身長
が低い子どもは、地表面からの熱の影響を受けや
すく、大人よりも熱中症になりやすいので、特別な
注意が必要です。子どもの顔が赤かったり、ひどく
汗をかいたりしているときには、深部体温がかなり
上昇していると推察されますので、涼しい場所で十
分に休ませましょう。子どもが熱中症にならないよ
うに、ふだんから、風通しの良い涼しい衣服を着せ、
水をこまめに飲ませるようにしましょう。

延期公演
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はなかっぱプロジェクト


