
第45回大和町さつき展
日　時：６月11日（土） 午前９時～午後５時
　　　　６月12日（日） 午前９時～午後４時30分
会　場：まほろばホール　大会議室・会議室

さつきの苗
チャリティ即売会・
苗木プレゼント
も行います！

さつき手入れ講習会開催！
日　時：６月12日（日）
　　　　午後１時～午後２時30分
会　場：まほろばホール
　　　　1階 談話ホール
参加料：無料

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

第十七回 原阿佐緒賞 表彰式
日　時：６月18日（土）　午後１時30分より
会　場：まほろばホール 大会議室・会議室

　全国から応募いただいた2,289首から選ばれた各賞の表彰
と、選者による講話があります。
　選者（歌人）：小池光氏、秋山佐和子氏、戸板佐和子氏
　どなたでもご参加いただけますので、ぜひお越しください。

問い合わせ先：生涯学習課　☎345-7508

受賞作品を展示します！
展示期間：6月14日（火）〜7月22日（金）
展示会場：まほろばホール
　　　　　１階 交流ホール（6/14〜6/24）
　　　　　２階 交流ホール（6/25〜7/22）
※6月25日から展示会場が変わります。

日 月 火 水 木 金 土

日　付 1 2 3 4

行　事　等

休日当番医

初めてのソーイング教室〔《中
級》パッチワークコース〕
（13:30～　まほろばホール）
心をほぐすストレッチ＆ダンス
講座
（19:00～　まほろばホール）

ラクらく運動＆ストレッチ教室
（9:30～　総合体育館）
卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔やさしいヨガコース〕
（10：45～　総合体育館）
短歌教室
（13:00～　まほろばホール）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

わいわい宮床っ子（14:30～）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）

まほろば少年少女合唱団
（9:30～　まほろばホール）
おはなし会〔おはなしの森〕
（10:30～　まほろばホール）

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1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・バドミントン1/2 ○ 午前 黒川郡中学校総合体育
大会（ハンドボール競
技・卓球競技）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 黒川郡中学校総合体育大会

（ハンドボール競技準備）
○ 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 ○
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明石台内科
富谷町明石台５丁目１－４
☎772-5555

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
健康リズム体操教室
（13:30～　総合体育館）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
オープンアトリエ
（18:30～　まほろばホール）
トレーニング室利用講習会
（19:00～　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）

ラクらく運動＆ストレッチ教室
（9:30～　総合体育館）
卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔やさしいヨガコース〕
（10：45～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）

第４５回大和町さつき展
（9:00～17:00　まほろばホール）
大和町少年少女発明クラブ
（10:00～　まほろばホール）

午前 黒川郡中学校総合体育大会（ハ
ンドボール競技・卓球競技）

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
宮城県フットサルリーグ

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 gssクラブ ○ 夜間 ｢開」バレーボール1/2・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 フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間 ○

日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18

第４５回大和町さつき展
（9:00～16:30　まほろばホール）

のりこ小児科
富谷町日吉台２丁目２４－２
☎358-1212

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
健康リズム体操教室
（13:30～　総合体育館）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
トレーニング室利用講習会
（19:00～　総合体育館）

わらべうた講座
（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）

おはなし会〔もみじっこ〕
（10:30～　まほろばホール）
初めてのソーイング教室

〔《初級》和小物コース〕
（13:30～　まほろばホール）
心をほぐすストレッチ＆ダンス
講座
（19:00～　まほろばホール）

ラクらく運動＆ストレッチ教室
（9:30～　総合体育館）
卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔やさしいヨガコース〕
（10：45～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

お達者倶楽部
（10:00～　まほろばホール）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）

まほろば少年少女合唱団
（9:30～　まほろばホール）
第十七回原阿佐緒賞表彰式
（13:30～　まほろばホール）

午前
大和町消防団夏季演習

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前
チーム秀

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 ｢開」バレーボール1/2・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 フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間 「一般開放」 ○
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富谷医院
富谷町ひより台１丁目４５－１
☎358-2872

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
健康リズム体操教室
（13:30～　総合体育館）
わいわい小野っ子（15:00～）
わいわい吉田っ子（15:00～）
オープンアトリエ
（18:30～　まほろばホール）
トレーニング室利用講習会
（19:00～　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）

女性ア・ラ・カルト
〔パーソナルカラー講座〕
（10:00～　まほろばホール）

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ゆったりフィットネス教室

〔やさしいヨガコース〕
（10：45～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）
食彩料理教室〔夜間〕
（18:30～　まほろばホール）

わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）
たいわ子育てサポーター養成
講座Ⅰ
（10：00～　町民研修センター）

まほろば少年少女合唱団
（9:30～　まほろばホール）
大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　まほろばホール）

午前
16thTUNAGICUP

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 国民体育大会予選成年
の部（ハンドボール競技）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 ｢開」バレーボール1/2・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 フットサル（予約制）・卓球（サブ） ○ 夜間 全日本ドッジボール選手権宮城県大会準備 ○

26 27 28 29 30 7/1 7/2

渋谷クリニック
富谷町日吉台２丁目３８－１０
☎348-5211

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
健康リズム体操教室
（13:30～　総合体育館）
わいわい吉田っ子（14:00～）
わいわい小野っ子（15:00～）
トレーニング室利用講習会
（19:00～　総合体育館）

バドミントンスクール
（18:00～　総合体育館）

心をほぐすストレッチ＆ダンス
講座
（19:00～　まほろばホール）

卓球スクール
（10:00～・13:00～　総合体育館）
子どもの本展示会
（10:00～16:00まほろばホール）
ゆったりフィットネス教室

〔やさしいヨガコース〕
（10：45～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15:00～）
わいわい鶴巣っ子（15:00～）

子どもの本展示会
（10:00～16:00まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15:00～）
サッカースクール
（18:00～　ダイナヒルズ多目的広場）

子どもの本展示会
（10:00～16:00まほろばホール）

午前 全日本ドッジボール選
手権宮城県大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 宮城県ヤングクラブバ
レーボール連盟

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「一般開放」 ○ 夜間 ｢開」バレーボール1/2・卓球（サブ） ○ 夜間 白石食品工業ソフトバレーボール大会 ○ 夜間 ｢開」バスケットボール ○ 夜間 宮城県ヤングバレーボール連盟 ○ 夜間 「一般開放」 ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号
6
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、種目に関わらずご利用できます（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、運動靴（上履き）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。

②トレーニング室予定
　　◯印のある区分でご利用できます。（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。講習会の受講申込は総合体育館まで。）
※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。



総合体育館からのご案内

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

P a r t ３

ワクワク
子育て

出典：「家庭教育手帳小学生（高学年）～中学生編イキイキ子育て」　文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課

　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、周りの多くの方々に子育てのヒントをお届けします。
　４月号から、文部科学省で発行している『家庭教育手帳』をシリーズでご紹介しています。
今月は、小学生（高学年）～中学生編よりご紹介します。

24

問い合わせ先：生涯学習課　☎345－7508

申込・問い合わせ先：生◯ 生涯学習課 ☎345-7508　公◯ 公民館(まほろばホール) ☎344-4401

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346－2178

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346－2178

らく楽運動＆ストレッチ教室　in　大和町総合体育館

健康リズム体操教室

　簡単な体操やストレッチなどを行いながら、健康な体作りを目指します。運動によ
りシェイプアップや筋力低下防止、肩こり・腰痛などを改善していきます。

　有酸素運動、ストレッチング、簡単なエクササイズ（筋力運動）を組み合わせて行
います。健康維持・増進、体力アップ、シェイプアップなどに効果があります！

子どもが相談したく
なる親はどこが違うんだろう

　人は愛され理解されたがっている存在です。理解されないときの不満がたまるとキレ
ることもあります。突然子どもがキレたとき、本人も親も理由がよく見えず、怒ったり
苦しんだりしますが、理由はあるのです。
　日ごろから相手の話をじっくり聞く、同じ目の高さで考える、深い関心を払う、といっ
た姿勢を親が身につけることで、子どもは親に愛されている実感を得ることができます。
　子どもは愛されていると感じるとき、安定した気持ちで問題に立ち向かうことができ
ます。そして、不必要に攻撃的にならず、他者や問題を受け入れることができ、大きく
成長できるのです。

子どもが愛されていると実感できる
コミュニケーションをする

○親は自分の気持ちをわかってくれている

絵本や児童書を約 700 冊展示！
　本は手にとって読むことがで
きます。
　子育ての本や料理の本なども
ありますので、大人の方も一緒
にお楽しみください。

会期

時間

場所

６月30日（木）～７月３日（日）

午前10時～午後４時

まほろばホール
　 １階　交流ホール

問い合わせ先：まほろばホール　☎344－4401

問い合わせ先：原阿佐緒記念館　☎346－2925

入場は無料です！

子どもの本展示会

原阿佐緒記念館 会期：6月1日（水）～8月31日（水）

小企画展　「 短歌のなかの再発見 」
　原阿佐緒の短歌の中に詠まれた知っていそうで知らなかった様々な
事柄を、短歌とともに、ご紹介します。

開館時間：午前９時〜午後４時
期間中の休館日：月曜日。但し、７月18日は開館し、翌19日に休館。 
入 館 料：一般210円/大学生160円/中学･高校生110円
　　　　　　（20名以上の団体は割引あり）
場　　所：大和町宮床字八坊原19－２

「夕霧にわが髪は濡れ月見草庭にひらくを立ち見つるかも」

「沢蟹をここだ袂に入れもちて耳によせきく生きのさやぎを」
原阿佐緒第三歌集「死をみつめて」より

「沢蟹」ってどこにいるの？

「月見草」ってどんな花？

体を動かしたくても「何をしていいか分からない…」
「一人だと続かない…」という方にオススメです！！

みなさんで楽しく汗をかきましょう！

日　　時：６月２日、９日、16日（各週木曜日）
　　　　　　午前９時30分～午前10時30分
会　　場：大和町総合体育館　研修室
定　　員：20人（先着順）
申込締切：各開催日前日
参 加 料：１回540円　※当日、券売機にてお支払いください。
持 ち 物：室内用シューズ・タオル・飲み物

日　　時：６月６日、13日、20日、27日（各週月曜日）
　　　　　　午後1時30分～午後2時30分
会　　場：大和町総合体育館　研修室・柔道場
定　　員：20人（先着順）
申込締切：各開催日前日
参 加 料：１回540円　※当日、券売機にてお支払いください。
持 ち 物：室内用シューズ・タオル・飲み物

まほろば大学移動講座
「あっちこっち」

まほろば大学受講生 募集 継続

開催団体募集！
　まほろば大学移動講座「あっちこっち」とは、町民の皆さんのご要望に基づいて、社会教
育委員や専門の知識または技能をお持ちの方を派遣し、皆さんの生涯学習活動をお手伝いさ
せていただくものです。

☆対　　象　  大和町に在住、在勤または在学されている方々で、概ね20名前後の参加が見込
まれる団体。

☆開催時間　  午前10時から午後８時までのうちの２時間以内でお願いします。なお、講師の
都合によりご希望に添えない場合もあります。

☆開催場所　  町内の施設等とします。会場の確保や参加者への案内、運営などは、開催団体
においてお願いします。

☆開催経費　  講師への謝金は不要ですが、講師の交通費(町内一律1,500円)や会場使用料など
は、開催団体で負担していただきます。　

☆申込方法　  原則として、開催日の14日前までに申込書を提出していただくこととなってお
ります。

　　　　　　まずは、生涯学習課にご相談ください。
☆開催決定　内容や日程などを確認し、実施の可否を講座決定通知書により通知します。

　まほろば大学の開講式を５月28日（土）に行いましたが、未だ定員に達していない講座が
ありますので、募集を継続します。この機会にぜひお申し込みください。

　講座の詳しい内容については、4月配布の「平成2８年度まほろば大学講座のご案内」をご
覧いただくか、各担当までお問い合わせください。
　なお、５月中旬の申込状況による募集継続のお知らせですので、ご希望に添えない場合も
あります。予め、ご了承ください。

【募集継続講座】
・⃝公 わらべうた講座
・⃝公 まほろばの星美術ワークショップ〔成人一般〕
・⃝公 食彩料理教室（昼間）〔成人一般〕
・⃝公 食彩料理教室（夜間）〔成人一般〕
・⃝生 短歌教室〔成人一般〕
・⃝生 幼児学級「どんぐりクラブ」〔1歳7ヶ月〜3歳の幼児と保護者〕
・⃝生 幼児学級「どんぐりクラブinもみじケ丘」〔1歳7ヶ月〜3歳の幼児と保護者〕
・⃝生 家庭教育サロン〔未就学児の保護者〕


