
日 月 火 水 木 金 土
日付

行事など

休日当番医

総合体育館開放情報
(欄外下の見方参照)

1 2 3 4 5 6 7
まほろばホール
図書室休館日

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

まほろばホール
図書室休館日

明石台整形外科
富谷市明石台二丁目２２番地５
☎351-2322

まほろばホール
図書室休館日

大衡村診療所
大衡村大衡河原５５番地の１１
☎345-2336

まほろばホール
図書室休館日

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）

バランスボールエクササイズ
（13：30～・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 休館日
午前

貸切
○ 午前

貸切
○ 午前

貸切
○

午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 ○

8 9 10 11 12 13 14
令和５年大和町成人式
（13:00～　まほろばホール）

塚本耳鼻咽喉科医院
大和町吉岡字中町６０番地
☎345-2734

成人の日

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

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

初級筋トレ教室
（13:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（19:30～　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）

バランスボールエクササイズ
（13：30～・19：30～　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「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）・貸切（サブ） ○ 夜間「開」バレーボール ◯

日 月 火 水 木 金 土
15 16 17 18 19 20 21

文化財防災訓練
（9:30～　旧宮床伊達家住宅）
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１２号
☎358-7688

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）

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）

おはなし会(もみじっ子)
（10:30～　まほろばホール）
初級筋トレ教室
（13:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（19:30～　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）

幼児学級どんぐりクラブ
（10:00～　町民研修センター）
バランスボールエクササイズ
（13：30～・19：30～　総合体育館）

ゆう楽講座
吉川団十郎講演会
（10:00～　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 貸切 ○ 夜間「開」フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間「開」卓球 ○

22 23 24 25 26 27 28

かとう眼科医院
大和町吉岡東二丁目８番地の１０
☎347-1682

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）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

初級筋トレ教室
（13:30～　総合体育館）
はじめてのヨガ教室
（19:30～　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）

バランスボールエクササイズ
（13：30～・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 ○

29 30 31
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

公立黒川病院
大和町吉岡字西桧木60番地
☎345-3101

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）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

午前
貸切

○ 午前「開」バドミントン ○
休館日午後 ○ 午後「開」バレーボール ○

夜間「開」卓球 ○ 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
2023 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　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

ミニ企画展「卯」最終日

第24回原阿佐緒賞
短歌募集締め切り（消印有効）

ミニ企画展　正月飾り・切紙の美
最終日

ミニ企画展　正月飾り・切紙の美
～1/23

問　公民館・まほろばホール　☎344-4401

第28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、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５日（日）～19日（日）
◆時　間：午前９時30分～午後４時30分
◆表彰式：2月12日（日）午前10時～（予定）
◆会　場：まほろばホール
◆会期中の休館日：２月７日（火）

第27回大和町まほろばの風景「七ツ森」展
絵画小中学生の部　まほろば大賞

「幼き日に通った宮床の夕暮れ」
　西片　結梨奈（宮床中学校１年）
　　　　　　　※学年は受賞当時

作品展

原阿佐緒記念館
企　 画　 展 優しき日々―歌人阿佐緒の過ごした日常

会期：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、どのよう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。

会　　場：原阿佐緒記念館　　　　休 館 日：１月１日（日）〜４日（水）
開館時間：午前９時〜午後４時　　　 　 　　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

油彩画を描く阿佐緒



子どもに見られるサイン
・不自然な痣

あざ
や火傷のあとがある

・衣類や身体がいつも汚れている
・急に痩せた
・表情が乏しい
・落ち着きがなく、乱暴
・家に帰りたがらない
・夜遅くまで一人で遊んでいる
・親を避けている
・親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
・拒食、過食、むさぼるように食べるなどの異常な食行動

保護者に見られるサイン
・家の中や外が散らかっていて不衛生
・近隣からの苦情や悪い噂が多い
・近所との交流がなく孤立している
・子どもの健康や安全を考えない
・子どもを置いて外出している
・人前で子どもを厳しく叱る、叩く

応募方法
　応募用紙に住所、氏名、年齢、学校名および学年、電話番号を明記し、
出詠料（一般の部のみ。1,000円分の定額小為替証書）を添えて応募先に
送付してください。
　応募用紙は全世帯に配布しておりますが、町ホームページからもダウ
ンロードできます。
応募条件
　中学生以上、１人２首まで
応募期限
　１月31日（火）（消印有効）
賞の内容
　一般の部
　　原阿佐緒賞　１点（賞状、記念品、賞金10万円）
　　優　秀　賞　５点（賞状、記念品）
　　○応募者全員に作品集送付

　青少年の部（中・高校生）
　　優秀賞　   3点（賞状、記念品）
　　奨励賞　 15点（賞状、記念品）
応募先
　〒981-3624
　大和町宮床字八坊原19番地の2
　原阿佐緒記念館『第二十四回原阿佐緒賞』係

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館
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問　生涯学習課　☎345-7508 問　生涯学習課　☎345-7508

●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
はじめての方大歓迎。落ち着いた動きで心身をリラックス。 バランスボールでカラダを弾ませ、ポジティブにエクササイズ★
日　　時：1月5日(木)、19日(木) 午前10時～10時45分
　　　　　1月11日(水)、18日(水)、25日(水) 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　※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

バランスボールエクササイズ

日　　時：1月6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)
　　　　　午後１時30分～２時30分／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　※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

問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

　新年を迎える正月の行事は、正月の神である年神を迎えてまつることを中心
に行われ、さまざまな飾り付けがなされます。企画展では、町内の正月飾りのう
ち、ひときわ美しく、数少ない伝承切紙を展示します。

　「文化財防火デー」は、昭和24年1月26日に現存する最古の木造建築物で
ある法隆寺の金堂が炎上し壁画が焼損したことと、1月と2月が1年のうち
で最も火災が発生しやすい時期であることから昭和30年に定められました。
この日を中心として全国的に文化財防火運動が展開され、町では、1月15日

（日）の午前9時30分から町指定文化財の旧宮床伊達家住宅を中心に、放水訓
練や消火訓練などを行います。

　縁起物としてのうさぎには「飛躍」「繁栄」など
の意味合いがありますが、加藤陸奥雄コレクショ
ンの１つに「波乗りうさぎ」と呼ばれる堤人形があ
ります。このモチーフには、波と水がつながり、火
除の守りとしての意味合いもあるそうです。波に
乗ったうさぎの飾り瓦を屋根瓦に使用している家
屋もあるほどで、縁起の良さがうかがえます。

　伝承切紙は「きりこ」とも呼ばれ、神が降り立つ依
より

代
しろ

であったり、神へ
の供え物であったり、神への祈願の表示であったりするものです。
　正月迎えの伝承切紙は、神主や修験者により、ナイフなどで和紙を切っ
て細工されます。そして、年末に地区の昔から決まった家にそれぞれ決
まった形のものが配布され、神棚などに飾られます。

ミニ企画展 正月飾り・切
き り

紙
が み

の美

期間：1月12日（木）〜23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
会期中の休館日：１月17日（火）

伝承切紙とは……

令和5年の干支「卯」にちなんだ「うさぎ」の話

締め切り間近！

毎年1月26日は、「文化財防火デー」

第
24
回原阿佐緒賞 短歌募集

　町では、郷土の歌人原阿佐緒を称え、短歌賞「原阿佐緒賞」を制定していま
す。募集テーマは自由です。あなたの人生の体験や思いを、五・七・五・七・七
の３１音に込めてご応募ください。皆さんのご応募お待ちしております。

児童虐待かも？
と思ったら

 『1
いちはやく

89』！②

　特徴的な行動や状況（サイン）は、虐待を受けている子どもだけではな
く、虐待をしている保護者にも現れます。
　例えば、次のような特徴が見られ、一つだけでなく複数の項目に該当し
たり、頻繁に見られたりする場合には虐待が疑われます。

　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。こうしたサインに気付いた場
合、確信がなくてもためらわず、児童相談所虐待対応ダイアル「189」へ連絡し
ましょう。早期発見できれば問題が大きくなる前に解決することができます。
　「189」は匿名で電話でき、虐待の連絡だけでなく自分の育児の悩みも相談
できます。

虐待・育児に関するご相談は『1
いちはやく

89』へ！

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。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。

児童虐待のサイン

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

堤人形「波乗りうさぎ」
（仙台市）

応募用紙・HP


