
日 月 火 水 木 金 土
日付 1 2 3

行事など

休日当番医

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）

にこ　ままサロン
（10:00～　町民研修センター）
バランスボールエクササイズ
（19:30～　総合体育館）

はじめてのヨガ教室
（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」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」バドミントン ○ 午後

貸切
○ 午後 ○

夜間 貸切 ○ 夜間 ○ 夜間 ○

4 5 6 7 8 9 10
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

あかいし台眼科
　富谷市明石台六丁目1番地20
　☎346-1719

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）

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）

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

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
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「開」バドミントン ◯ 夜間「開」バスケットボール ○ 夜間 ○ 夜間 ○

11 12 13 14 15 16 17

きぼうの杜診療所
　大和町吉田字新要害10番地
　☎344-4607

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）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

短歌教室
（13:00～　まほろばホール）

ストレッチ&かんたんトレーニング
（10:00～　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）

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）
おはなし会（おはなしの森）
（11:00～　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）

おはなし会（もみじっ子）
（11:00～　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 ◯ 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 ◯

日 月 火 水 木 金 土
18 19 20 21 22 23 24

遊び場どうじょ！
（10:30～　鶴巣教育ふれあいセンター）
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

おやま小児科クリニック
　大和町吉岡字館下22番地の5
　☎345-0738

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）

初級　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）

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

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
貸切

◯ 午前「開」バドミントン ◯
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「開」バレーボール ◯ 午後 ◯ 午後 ◯ 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「開」19:00～　バドミントン ◯

25 26 27 28 29 30 31



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）

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

まほろばホール
図書室休館日

富谷医院 
 富谷市ひより台一丁目４５番地１
☎358-2872 

まほろばホール
図書室休館日

渋谷クリニック 
 富谷市日吉台二丁目３８番地10
☎348-5211 

まほろばホール
図書室休館日

杜の丘耳鼻咽喉科クリニック 
大和町杜の丘一丁目１１番地の４
☎343-9399

午前 貸切 ◯ 午前 貸切 ◯
休館日 休館日 休館日 休館日 休館日午後 ◯ 午後 ◯

夜間「開」バレーボール ◯ 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 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　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

※�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28回まほろばの風景
「七ツ森」展　応募締切日

子どもの本展示会
～12/18

ミニ企画展「卯」～1/9

原阿佐緒パネル展
「ノートに見る日常」～12/27

原阿佐緒パネル展
「ノートに見る日常」最終日

問　生涯学習課　☎345-7508

にこ

公民館・まほろばホール　☎344-4401問

ミニ企画展

～加藤陸奥雄コレクションより～卯
う

　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、令和5年の干支である「卯」にちなんで、日本各地の「兎」に関する郷土
玩具を展示します。
期　間：12月22日（木）～令和５年１月９日（月）
休館日：12月28日（水）～令和５年１月４日（水）
時　間：午前９時～午後５時
会　場：まほろばホール１階エントランスホール

ゆう楽講座「ああ宮城県」の 吉川団十郎さん講演会♪
ゆう楽講座（町婦人会連絡協議会・町分館長会研修会）を開催します。一般の受講生を募集します。
吉川団十郎さんのさまざまな挑戦人生について、歌を交えながらお話しいただきます。
この機会にぜひご受講ください。
講　　師：吉川 団十郎　氏
演　　題：「すばらしきかな人生」
日　　時：令和５年１月21日（土） 午前10時～11時30分
会　　場：まほろばホール　大ホール

参 加 費：無料
申込受付：12月22日（木）から 午前９時～午後6時
　　　　　まほろばホール窓口か電話にてお申し込みください。
　　　　　（休館日：12月28日（水）～令和５年１月４日（水）、17日（火））

仙台市
堤人形
「波乗り兎」



まほろばホール
ホームページ

身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く
・投げ落とす、激しく揺さぶる
・やけどを負わせる
・溺れさせる、首を絞める
・縄などにより一室に拘束する

ネグレクト
・病院に連れて行かない
・食事を与えない
・置き去りにする
・ひどく不潔にする
・自動車の中に放置する　

心理的虐待
・言葉の暴力
・兄弟間の差別
・無視する

性的虐待
・子どもに性的行為を求める
・性的行為を見せる
・性的な写真の被写体にする

　児童相談所の相談対応件数は年々増加しています。中には保護者が「し
つけ」と称して暴力、虐待を行い、死亡に至るといった重篤な結果につな
がるものもあります。
　虐待の種類は、次の4つのタイプに分類されますが、いくつかのタイプの
虐待が複合して起こることが多いと言われます。

　こうした虐待は、子どもの体と心を深く傷付け、体の成長や脳の発達に影響
を及ぼしたり、心の傷（トラウマ）が残ったりすることがあります。
　子どもを守るために、周囲の人たちが虐待にいち早く気付き、救いの手を差
し延べましょう。

「児童虐待かも？」と思ったら、ためらわず
　　　　　児童相談所虐待対応ダイヤル『1

いちはやく
89』へ！

※�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。

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

98
児童虐待かも？
と思ったら

 『1
いちはやく

89』！①

問　生涯学習課　☎345-7508

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

　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。今月は、保護者だけではなく、すべての人に
知ってもらいたい、児童虐待に関する情報をお届けします。

●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）

はじめてのヨガ教室
ココロとカラダを整える、新しいヨガプログラム。
日　　時：12月7日（水）、21日（水）�午前11時～11時45分
　　　　　12月8日（木）、22日（木）�午前10時～10時45分
　　　　　12月3日（土）、17日（土）�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）　※券売機にて当日お支払いください
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

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★

ファイティングエクササイズ

日　　時：12月5日(月)、12日(月)、19日(月)、26日(月)
　　　　　午後１時30分～２時15分
　　　　　12月10日（土）、24日（土）午後６時30分～７時15分
会　　場：大和町総合体育館　研修室
参 加 料：550円（税込）　※券売機にて当日お支払いください
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

『児童虐待』の種類

問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

原阿佐緒記念館
企　 画　 展

原 阿 佐 緒
パ ネ ル 展優しき日々―歌人阿佐緒の過ごした日常

　１月15日（日）に開催予定をしておりました「第60回大和町卓球大会」に
ついて、宮城県内の新型コロナウイルス感染が再拡大している状況を鑑み、
やむなく中止とさせていただきます。

お知らせ

問　総合体育館　☎346-2178

第60回大和町卓球大会について

ノートに見る日常

会期：令和5年3月31日（金）まで

　「情熱の歌人」とも呼ばれた原阿佐緒。流浪の日々
にあっても、阿佐緒の心の中にはいつも故郷とそこ
に暮らす家族の姿がありました。
　彼女が夢見、求め続けた日常は、どんなものだっ
たのでしょうか。
　残された資料から紐解きます。

　昨年、原阿佐緒記念館で開催した小企画展を大和町役場で行います。

　少女期から晩年まで、阿佐緒が残した数十冊の日記や歌稿ノート。
　日々の思いや出来事を綴り、短歌を書き留めたノートから阿佐緒が過ご
した「日常」を垣間見ることができます。
　歌人として、母として、また一人の人間としての阿佐緒を、遺されたノー
トの記述からご紹介します。

　　 会期：12月6日（火）～27日（火）
　　時間：午前８時30分～午後５時30分
　　 会場：大和町役場　1 階交流ホール
　　　　　※土・日・祝は閉庁

【第二十四回原阿佐緒賞　短歌募集中！】
　詳しくは町 HP、募集チラシをご覧ください。
　皆さんのご応募お待ちしています。

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）、
　　　　　12月28日（水）～令和５年１月４日（水）
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）

原阿佐緒と次男　保
やす

美
み

出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202011/3.html

子どもの本 展示会

問　生涯学習課　☎345-7508

入場無料

　まほろばホールで、国内外の絵本や児童書を展示します。令和３年に出
版された児童書や、まほろばホール図書室の蔵書などを手に取って見るこ
とができますので、ぜひお越しください。

※ 感染症対策のため、氏名・連絡先を確認します。また、入場
制限をかける場合もあります。詳細は、まほろばホール HP や、
回覧しているチラシをご覧ください。

日　時：12月15日（木）～18日（日）
　　　　午前 10時～午後 4時
会　場：まほろばホール　1階　交流ホール

開催イベント
○おはなし会
　12月16日（金） 午前11時～　「おはなしの森」のみなさん
　12月17日（土） 午前11時～　「もみじっ子」のみなさん
○クリスマスツリーを飾り付けてみよう！
　12月15日（木）～18日（日） 午前10時～午後４時
○サンタクロースがやってくる！
　12月17日（土） 午後２時～２時30分
○リサイクル図書の無料配布
　12月15日（木）～18日（日） 午前10時～午後４時

ま ほ ろ ば ホ ー ル
図 書 室 企 画

原阿佐緒　25 歳ころ


