
問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

第９回まほろば音楽祭
　大和町内の音楽愛好者による音楽
祭です。様々なジャンルの団体が日
ごろの練習の成果を披露します。
　みなさんお誘いあわせの上、是非
お越しください！
日　時：10月15日（日）
　　　　午後１時30分開演
　　　　（午後１時開場）
入場料：無料
　　　　（ただし、整理券が必要）　

会　場：まほろばホール　大ホール

整理券は、
８月２１日（月）
から下記にて配布し
ます♪
・まほろばホール
・�ふれあいの杜
　（南部コミュニティセンター）
・生涯学習課
　（役場２階）

よしもとお笑いまつり�in�大和2017
日　時：９月28日（木）　①午後４時30開演（午後４時開場）
　　　　　　　　　　　�②午後７時開演（午後６時30分開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
入場料（全席指定）：前売券/友の会3,100円
　　　　　　　　　　　　�一　般3,500円
　　　　　　　　��当日券/4,000円
チケット販売：まほろばホール、ササエ大和吉岡店
　　　　　　　ローソンチケット　Ｌコード22946

７組の人気お笑い芸人が大集合！　チケット絶賛販売中！

日 月 火 水 木 金 土

日付 1 2 3 4 5

行事等

休日当番医

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）

心をつなぐパッチワーク講座
（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）

健康リズム体操
（9：30～　総合体育館）
ゆるらく体操
（19：30～　総合体育館）

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～　まほろばホール図書室）

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照） 休館日

午前
第46回東北中学校ハン
ドボール大会

○ 午前
第46回東北中学校ハン
ドボール大会

○ 午前 第46回東北中学校ハン
ドボール大会

○ 午前
トムカップ

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 仙台カップ小学生ドッジボール大会準備 ○

6 7 8 9 10 11 12
まほろば夏まつり
（まほろばホール）

明石台内科
富谷市明石台５丁目1-4
☎772-5555

まほろば少年少女合唱団夏
季合宿
（国立花山青少年自然の家）
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
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）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

まほろば少年少女合唱団夏
季合宿
（国立花山青少年自然の家）
バドミントンスクール
（18：00～　総合体育館）

まほろば少年少女合唱団夏
季合宿
（国立花山青少年自然の家）
剣道教室
（9：00～　総合体育館）

剣道教室
（9：00～　総合体育館）
健康リズム体操
（9：30～　総合体育館）
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
ゆるらく体操
（19：30～　総合体育館）

山の日

のりこ小児科
富谷市日吉台２丁目24-2
☎358-1212

午前 仙台カップ小学生ドッ
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
剣道教室

○ 午前
剣道教室

○ 午前 宮城県中体連ハンド
ボール専門部

○ 午前 宮城県中体連ハンド
ボール専門部

○
午後 ○ 午後 コラゾン泉中央 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」一般開放 ○ 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」一般開放 ○

日 月 火 水 木 金 土
13 14 15 16 17 18 19

富谷医院
富谷市ひより台１丁目45-1
☎358-2872

トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（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）

大和っ子未来塾
（国立花山青少年自然の家）
健康リズム体操
（9：30～　総合体育館）
ゆるらく体操
（19：30～　総合体育館）

大和っ子未来塾
（国立花山青少年自然の家）
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）

大和っ子未来塾
（国立花山青少年自然の家）
まほろば少年少女合唱団
（9：30～　まほろばホール）

午前
繫

○ 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 宮城県中体連ハンド
ボール専門部

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」一般開放 ○ 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」一般開放 ○

20 21 22 23 24 25 26
親子運動教室
（9：30～　総合体育館）

渋谷クリニック
富谷市日吉台２丁目38-10
☎348-5211

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（19：00～　総合体育館）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

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～　まほろばホール和室）
初めてのソーイング教室

〔《初級》小物コース〕
（13：30～　まほろばホール）

健康リズム体操
（9：30～　総合体育館）
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
ゆるらく体操
（19：30～　総合体育館）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　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）

大和町少年少女発明クラブ
（10：00～　吉岡コミュニティセ
ンター）
大和駐屯地定期演奏会

「まほろばコンサート2017」
（15：00～　まほろばホール）

午前 宮城県中体連ハンドボー
ル専門部

○ 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 「開」一般開放 ○ 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」一般開放 ○

27 28 29 30 31 9/1 2
トレーニング室利用講習会
（13：30～　総合体育館）

明石台整形外科
富谷市明石台２丁目22-5
☎351-2322

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
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）
シェイプアップ教室
（19：30～　総合体育館）

健康リズム体操
（9：30～　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～）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
ゆるらく体操
（19：30～　総合体育館）

たいわ子育てサポーター養
成講座フォローアップ、 家
庭教育サロン合同
（10：00～　町民研修センター）

午前
宮城県フットサルリーグ

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休館日

午前
駅伝競走大会

○ 午前 駅伝競走大会（予備
日）

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○ 午前 第７回東北選手権大会
（繋）

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」一般開放 ○ 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」一般開放 ○

生涯学習カレンダー
2017

7月号
8
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。

金 土

4 5



問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

クリスマスコンサート 「弦楽リストランテ」
A RESTAURANT OF STRINGS

　先月号でコンサートのお知らせをしましたが、今月から４回にわたり、７人の演奏
者についてご紹介いたします。

健康リズム体操～ミズノラララサーキット～

ゆるらく体操～エアロみたいなのはじめました～

　ミズノオリジナルグッズを使用し、有酸素運動と筋力運動を音楽に合わ
せて行い、筋力アップ・シェイプアップを目指します！

　ウォーキングの動きを中心に、エアロビクスのような動きを音楽に合わ
せて行います！

日　　時：８月１０日、１７日、２４日、３１日（全木曜日）
　　　　　午前９時３０分～午前１０時３０分
会　　場：総合体育館
定　　員：２０人（先着順）
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：運動できる服装、室内用シューズ、タオル、飲み物
申 込 み：総合体育館受付に直接か電話でお気軽にお申し込みください。
申込締切：各開催日前日（定員に満たない場合は当日可）

日　　時：８月１０日、１７日、２４日、３１日（全木曜日）
　　　　　午後７時３０分～午後８時３０分
会　　場：総合体育館
定　　員：２０人（先着順）
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：運動できる服装、室内用シューズ、タオル、飲み物
申 込 み：総合体育館受付に直接か電話でお気軽にお申し込みください。
申込締切：各開催日前日（定員に満たない場合は当日可）

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178

問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178

申込・問い合わせ先：公民館（まほろばホール）　☎344-4401

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

38
　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。
　今月号は、文部科学省で発行しているリーフレット『できることからはじめてみよう 早
ね早おき朝ごはん』から朝ごはんについてご紹介します。

朝ごはんをしっかりとろう！
　朝食を食べることは、子供にとっても、大人にとっ
ても、大切なことです。グラフからもわかるように、
毎日朝食を摂る子供ほど学力調査の得点が高い傾向に
あります。朝食でブドウ糖をはじめとする様々な栄養
素を補給して、午前中からしっかり活動できる状態を
つくることが重要です。
　朝ご飯のメリットは、栄養補給だけではありません。
よく噛んで食べることは、脳や消化器官を目覚めさせ、
早寝早起きのリズムをつけることにつながります。

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室
Ⓒ2010　あきやまただし/はなかっぱプロジェクト

できることから
はじめてみよう
早ね早おき
朝ごはん

問い合わせ先：原阿佐緒記念館　☎346-2925

原阿佐緒記念館 会期：～8月31日（木）

小企画展　短歌のなかの再発見２ －「くらし」を探る－
原阿佐緒は	「どんなものを食べていたの?」
	 「どんな服を着ていたの?」
	 「どんな家に住んでいたの?」
そんな疑問の答えを阿佐緒の短歌や写真から探ります。

開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：月曜日
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）
所 在 地：大和町宮床字八坊原19-2

袴姿の阿佐緒（中央）

総合体育館からのご案内

♪

ヴァイオリン：瀬﨑 明日香
彼女の一番の魅力は、おっとりした性格や見た目から
は想像できない「激しい、そして熱い思いが伝わる演奏」
にあります。「凄み」「華やかさ」「説得力溢れる演奏」で、
心に残る感動だけでなく明日への元気ももらえます。

チェロ：金子 鈴太郎
今大注目されている「Super Trio 3℃」のメンバーで
もある、売れっ子チェリストです。歌心溢れるチェロ
弾きですが、激しい曲では中腰で椅子から身を乗り出
し、髪を振り乱して弾く見ごたえもあるプレイヤーで
す。ムードメーカーとして、演奏者チームの結束力を
高める重要な役目も担っています。

日　時：１２月９日（土）　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
入場料：前売券/友の会１，８００円　 一般２，０００円 （当日５００円増）

※未就学児の入場はご遠慮願います。

チケット販売中
　まほろばホール／ササエ大和吉岡店 ☎344-2518／ローソンチケット Ｌコード21796

第37回町民マラソン　　　　　大会歩け走れ
日　　程：１０月１日（日）　午前９時３０分開会
会　　場：七ツ森湖畔コース（南川ダム資料館前集合）
対 象 者：健康に自信のある方
種　　目：【１㎞コース】
　　　　　　親子ペア
　　　　　　（未就学児と保護者・小学１～３年生と保護者）
　　　　　【３㎞コース】
　　　　　　小学４～６年生（男子・女子）
　　　　　　中学生以上一般女子
　　　　　【５㎞コース】
　　　　　　中学生以上一般男子
　　　　　【１０㎞コース】
　　　　　　高校生以上一般男子
参 加 料：１人１，０００円
申 込 み：参加料を添えて総合体育館にお申し込みください。
申込締切：９月１５日（金）

まほろば大学受講生　　募 集 継 続
次の３つの講座は、あと２回。これからでも受講できます！

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

絵本の読み聞かせ講座 食彩料理教室�《昼間》 食彩料理教室�《夜間》
基礎的な読み聞かせを学びます。 旬の食材を使った料理を作ります。 旬の食材を使ったお菓子を作ります。

第２回：９月26日（火）
　　　　 午前10時30分～
第３回：11月28日（火）
　　　　 午前10時30分～
会　場：まほろばホール

第２回：10月12日（木）
　　　　 午前10時～
第３回：12月７日（木）
　　　　 午前10時～
会　場：まほろばホール

第２回：９月14日（木）
　　　　 午後６時30分～
第３回：11月16日（木）
　　　　 午後６時30分～
会　場：まほろばホール

第１回の様子 第１回の様子 第１回の様子

 ■ 臨時トレーニング室利用講習会 ■
　月曜日に開催しているトレーニング室利用講習会を日曜日の午後にも開催します。
日　　時：８月27日、９月10日、24日　午後１時30分～午後３時
会　　場：総合体育館
対　　象：高校生以上
定　　員：20人（先着順）
参 加 料：200円

持 ち 物：  運動できる服装、室内用シューズ、タオル、飲み物
学生証（高校生）、顔写真１枚（縦３cm×横2.5cm）

申 込 み：  総合体育館受付に直接か電話でお気軽にお申し込み
ください。

申込締切：各開催日前日（定員に満たない場合は当日可）

参加者全員に参加賞があります！
完走者には完走証を発行します！


