
2月27日（土）は まほろばホール で過ごしましょう！
午前10時～

第21回大和町まほろばの風景「七ツ森」展

午後1時30分～

平成27年度生涯学習まつり

平成27年度文化講演会

　まほろば大学で各講座を受講された方々が、１年間の学習成果を発表さ
れます。どなたでもご覧いただけます。

　女優の小山明子さんを講師としてお招きし、ご講演いただきます。夫、
故大島渚監督の介護体験などを通じて感じたこと、考えたことをお話しい
ただきます。詳しくは裏面をご覧ください。

問い合わせ先
生涯学習課　☎345－7508 問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

　大和町のシンボル「七ツ森」や四季折々の自然風景、祭りや行事、県内各
地の自然風景などの絵画、写真を公募し、絵画一般の部は６１点、絵画小中
学生の部は７５０点、計９５２点の出展がありました。その全作品をまほろ
ばホールで展示します。

会　期：２月７日（日）～２月21日（日）
時　間：午前９時～午後５時
　　　　※最終日は正午まで

休館日：２月16日（火）
表彰式：２月14日（日）午前10時～
会　場：まほろばホール

手話通訳付き

日 月 火 水 木 金 土

日　付 1 2 3 4 5 6

行　事　等

休日当番医

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（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）

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）

短歌教室
（13：00～　まほろばホール）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15：00～）

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
わいわい宮床っ子（15：00～）

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）
おはなし会〔おはなしの森〕
（10：30～　まほろばホール図書室）

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

○
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 宮城県テニス専門部第
３回指導者講習会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 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｣卓球（サブ）・サッカースクール・フットサル ○ 夜間 仙台ジュニアカップドッジボール大会準備 ○

7 8 9 10 11 12 13
第２１回大和町まほろばの風景
「七ツ森」展　～２１日

日吉台きむら内科
富谷町日吉台１丁目21-1
☎348-0722

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（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）

バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

協働教育成果報告会
（13：30～　役場３０１会議室）

建国記念の日
卓球スクール休講
第４０回日本ハンドボールリー
グ大和大会
（13：00～　総合体育館）

コミュニティクリニック上桜木
富谷町上桜木２丁目3-4
☎358-1976

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
わいわい宮床っ子（15：00～）
わくわく運動教室
（16：00～・17：30～　総合体育館）

午前
仙台ジュニアカップドッ
ジボール大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前
第４０回日本ハンドボー
ルリーグ大和大会準備

○ 午前
第４０回日本ハンドボー
ルリーグ大和大会

× 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 東日本高校選抜インド
アソフトテニス大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 × 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 ｢開｣卓球（サブ）・サッカースクール・フットサル ○ 夜間 ○

日 月 火 水 木 金 土
14 15 16 17 18 19 20

第２１回大和町まほろばの風景
「七ツ森」展表彰式
（10：00～　まほろばホール）

富谷中央病院
富谷町上桜木２丁目1-6
☎779-1470

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（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）

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～　まほろばホール図書室）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
わいわい落合っ子（15：00～）

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
わいわい宮床っ子（15：00～）

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 仙台市民バドミントン同
好会春のオープン戦

○ 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 東日本高校選抜インド
アソフトテニス大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 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 「開」卓球（サブ）・サッカースクール・フットサル（メイン） ○ 夜間 ○

21 22 23 24 25 26 27
大和っ子未来塾「ジュニア・リー
ダー交流会」
（14：00～　まほろばホール）

吉岡QQクリニック
大和町吉田字高田東11
☎345-9901

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
LaLaLaフィットネス
（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）

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）
わいわい落合っ子（15：00～）

LaLaLaフィットネス
（10：45～　総合体育館）
わくわく運動教室
（16：00～・17：30～　総合体育館）

生涯学習まつり
（10：00～　まほろばホール）
幼児学級「どんぐりクラブ」
（10：30～　まほろばホール）
文化講演会
（13：30～　まほろばホール）

午前 宮床地区綱引き・卓球・
ソフトバレー大会

○ 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
第９回中学生バレーボー
ル東北親善大和大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 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 「開」卓球（サブ）・サッカースクール・フットサル（メイン） ○ 夜間 ○

28 29 3/1 2 3 4 5

仙台リハビリテーション病院
富谷町成田１丁目3-1
☎351-8118

卓球スクール
（10：00～・13：00～　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）

まほろばホール・図書室休館日
バドミントンスクール休講

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

おはなし会〔おはなしの森〕
（10：30～　まほろばホール図書室）

午前
第９回中学生バレーボー
ル東北親善大和大会

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休　館　日

午前 東北高校ソフトテニス
部

○ 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・岩手シニアソフ
トテニス対抗戦

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 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 「開」卓球（サブ）・サッカースクール・フットサル（メイン） ○ 夜間 ○

生涯学習カレンダー
2016

7月号
2
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●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））
　　「開」は、一般開放を表し、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。



　前頭葉の働きで重要な力の一つが「抑制力（我慢する力）」です。ゲームや
携帯依存（中毒）の子どもには、「むかつく、キレル、暴れる」などの性格的変
化が生じます。「ゲームをやめなさい」「携帯をやめなさい」「スマホをやめな
さい」と言われただけで、キレて暴れる子どもが大勢います。ゲームを始め
ると、自動的に、自分の脳から「アドレナリン」「ドーパミン」などのホルモ
ンが分泌され、「興奮や恍惚感」を体験できる仕掛けがあります。この状態は、
麻薬中毒患者の人が麻薬注射を打つのと同じことになります。その麻薬の
効果が切れると、イライラしてきますので、麻薬を繰り返し、注射するよ
うになります。ゲームを止めるとイライラするので、またゲームに戻ると
いう「悪循環」を作り、依存（中毒）状態に進行します。

前頭葉の力：抑制力

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

P a r t ２

子ども

映像メディア
と

平成27年度大和町協働教育推進協議会本部事業 家庭教育支援 親の学び塾 子育て特別講座 配布資料より
出典：「過剰な映像メディアは子どもの発達に影響を与える」　仙台医療センター　田澤雄作

　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。
　大和町教育委員会では、平成２４年度より家庭教育サポートチームを立ち上げ、家庭教育
に関する様 な々取り組みを行っています。今年度は「映像メディアが子どもに及ぼす影響」と
題して、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター小児科の医師　田澤 雄作先生を講師
に講座を開きました。その内容から主なものをシリーズでご紹介します。
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　　テレビ・ゲーム中毒を
予防するためには、“毎日見ない、
毎日遊ばない”が
大切です。

なぜテレビは１時間 　　　　　
ゲームは1回15分なのでしょうか
　過剰なメディアヘの接触は、現実体験
の時間を大きく削ります。例えば、1日4
時間メディアと付き合うことは、起きて
いる時間の約４分の1､ つまり12歳にな
るまで3年間は現実世界の体験の機会を失
うことになります。これでは、子どもの
脳（こころ）は成長できないのかもしれま
せん。
　また、ゲームはテレビよりも、強く脳
を疲労させます。15分以上ゲームを行っ
た後に勉強をしても、はじめの15分間は
全く脳が働いていないということです。

◆プロフィール◆
千葉県出身
１９５４年　大谷学園在学中、学園のファッションショー

に出演した際、“家庭よみうり”のカバーガー
ルとなり、松竹にスカウトされ松竹に入社。
デビュー作“ママ横をむいてて”に主演。

１９６０年　大島渚監督と結婚
２００１年　小山明子事務所設立。介護についての講演

は全国各地で好評を得ている。
　小山さんは、1996年に夫・大島渚監督が脳出血で倒
れ毎日の生活が介護とリハビリ中心になったことから、
自身もうつ病を患い入退院をくり返す事になってしまい
ました。その経験から、生きることの大変さ、介護する
人が健康であることの重要性に気づかされ、これからの
人生に向けて何が大事か考えながら日々過ごされている
そうです。
　本講演では、介護と入退院を通じて感じたこと、考え
たことをお話しいただきます。

平成27年度
文化講演会

日　時：2月27日（土）　午後1時30分～（午後１時開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
入場料：無料（入場整理券が必要です）
　　　　※�入場整理券は、2月1日（月）より大和町役場１階の総合窓口と２階の生涯

学習課、まほろばホール、もみじケ丘出張所で配布いたします。

「妻として・女優として
　　 ～夫・大島渚と過ごした日々～」

講師

問い合わせ先：生涯学習課　☎345-7508

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

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

女優 小山 明子さん

平成27年度宮城県地方音楽会
仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート

日　時：３月６日（日）　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
指揮者：関谷　弘志
入場料：５００円
　　　　（まほろばホール友の会会員特別招待）

〔入場券販売所〕　まほろばホール	 ☎344-4401
　　　　　　　　ササエ大和吉岡店（ヨークベニマル大和吉岡店）	 ☎344-2518

　映像メディアを上手に利用しよう！
　　 テレビは１日あたり１時間以内・ゲームは１５分×２回まで

まほろばホール　佐藤忠良ギャラリー作品紹介

演技生（制作1963年）
　まほろばホールには、本町出身で日本の現代具象彫
刻家を代表する佐藤忠良のギャラリーがあり、作品と
人を紹介しています。
　今年度大和町は町制施行60周年、まほろばホール
は開館20周年を迎えました。その記念としてギャラ
リーに佐藤忠良の作品「演技生」（制作1963年）を
加えました。
　この作品のモデルは、忠良の娘で俳優の佐藤オリエ
さんです。オリエさんが10代に俳優になることを決
心し、演技を学び始めた頃のものです。その愛らしい
凛とした表情からは、自分の未来を見つめしっかりと
生きる若者のはじめの一歩と表現者の道を選んだ娘を
見守りそっと支える父親の心情が伝わってきます。
　現在、この「演技生」をゆったりとご鑑賞いただけるよう中央に展示しており
ます。ぜひご来場ください。

時間：午前9時30分～午後4時30分　　　　　　　休館日：第１・第３火曜日
場所：まほろばホール�２階　佐藤忠良ギャラリー　��入場料：無料

第40回
　 日本ハンドボールリーグ大和大会

トヨタ自動車東日本 大同特殊鋼
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EGAROSSO
REGAROSSOのホームゲームをみんなで応援しましょう！

VS P
フェニッックス

henix

REGAROSSOは
　東北や宮城県の復興に寄与するため
にも『やる気』『根気』『元気』『勇気』『士
気』『覇気』『本気』の七つの気をモットー
にスローガンである「ONE TMEJ」
「ONE REGAROSSO」でチームが
一丸となり、感動を与えられるような
戦いを行います。

日　時：2月11日（木）　午後1時～
会　場：総合体育館
入場料：一般・大学生　２，０００円
　　　　中学・高校生　１，０００円
　　　　小学生以下　無料
　　　　大 和 町 民　無料 ※
※�町民であることを証明できるもの（運転免許証、
保険証、学生証等）をご持参ください。

宮床歴史の村の ひ な 祭 り

La La La フィットネス 　脚力強化、体幹強化などをテーマとした介護予防の教室
を行います。

コース 月曜日コース 金曜日コース
開催日 ２月１日、８日、１５日、２２日 ２月５日、１２日、１９日、２６日
時　間 午後１時３０分～午後２時３０分 午前１０時４５分～午前１１時４５分
参加料 ６５０円／１回　　※参加料は当日頂きます。
定　員 各日１０名

会　場：総合体育館　研修室
対象者：６０歳以上

持 ち 物：運動できる服装、室内用シューズ、タオル、飲み物
申込締切：定員に空きがあれば開催日前日まで申込可能

原阿佐緒記念館 会期：2月6日（土）～3月31日（木）

　原阿佐緒（明治21年生まれ）が幼少のころに親しんだと伝え
られている原家ゆかりの雛人形を展示します。
　※企画展「ノートブック　思いを綴る」開催中（～3月31日）

開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合翌日）
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）
場　　所：大和町宮床字八坊原19-2　　☎346-2925

宮   床   宝   蔵 会期：2月20日（土）～3月27日（日）

　宮床に伝わる堤人形の内裏雛のほか、加藤陸奥雄コレクショ
ンから日本各地の桃の節句に係る人形や姉様人形、今年の干支
の申に係る人形を展示します。

開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合翌日）
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）
場　　所：大和町宮床字下小路64　　☎346-2438

旧宮床伊達家住宅 会期：2月20日（土）～3月13日（日）

　手作り雛人形の段飾りとつるし飾りに加え、十二支の人形な
どを展示します。

開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日
入 館 料：無料
場　　所：大和町宮床字下小路64　　☎346-2112

	ヨハン・シュトラウスⅡ	：	喜歌劇「こうもり」序曲
	 クライスラー	：	愛の喜び、美しきロスマリン
	 ベートーヴェン	：	交響曲第５番「運命」

曲目

上記３館で、折り紙雛人形と姉様人形の製作体験ができます。（無料）

手話通訳付き


