
アメリカ陸軍軍楽隊　ビッグバンドコンサート

アメリカ陸軍軍楽隊による重厚な迫力のあるコンサートを開催します。
ステージいっぱいに繰り広げられる華麗なパフォーマンスをお楽しみください。

日　時：９月８日（土）
　　　　午後６時30分開演（午後６時開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
入場料：全席指定
　　　　一　　　　般　2,500円（2,200円）
　　　　大学・高校生　2,000円（1,800円）
　　　　小 ・ 中 学 生　　500円（　400円）

〔（　　）内は友の会会員価格・当日券は500円増〕
※小・中学生は保護者の同伴が必要です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※演奏曲は変更になる場合があります。

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

演奏曲
「In The Mood」
「Sing Sing Sing」
「Ａ列車で行こう」
　　　　　　　　　ほか

チケット好評販売中
　まほろばホール、各プレイガイド
　ローソンチケット（Ｌコード22118）

US Army band

Big Band concert

日 月 火 水 木 金 土

日付 1 2 3 ４

行事等

休日当番医

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　総合体育館）
リズムdeエクササイズ
（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」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 大和・石巻バスケット
ボール協会友好杯小学
生の部

○
午後 ○ 午後 トヨタ自動車東日本 ○ 午後 ○ 午後 ○
夜間 「開」バドミントン ○ 夜間 「開」バスケットボール※19：00～ ○ 夜間 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 ○

5 6 7 8 9 10 11
まほろば夏まつり
（まほろばホール）

ちば小児科医院
富谷市富谷北裏47
☎︎358-0601

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
（19：45～　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）

剣道教室
（9：00～　総合体育館）
わらべうたと絵本であ・そ・ぼ
（10：00～　まほろばホール）

剣道教室
（9：00～　総合体育館）
卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　総合体育館）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

山の日
親子ふれあいキャンプ
（南蔵王野営場）
まほろば少年少女合唱団
（9：30～　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
☎︎345-2734

午前 大和・石巻バスケットボー
ル協会友好杯小学生の部

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休館日

午前 平成３０年度大和町剣
道教室

○ 午前 平成３０年度大和町剣
道教室

○ 午前 宮城県中体連ハンド
ボール専門部強化事業

○ 午前 宮城県中体連ハンド
ボール専門部強化事業

○
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 ○

日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18

親子ふれあいキャンプ
（南蔵王野営場）
トレーニング室利用講習会
（13：30～　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11-12
☎︎358-7688

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）

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）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　総合体育館）
リズムdeエクササイズ
（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）
郷土史講座
（14：00～　まほろばホール）

午前 宮城県社会人クラブバドミ
ントン連盟団体リーグ戦

○ 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 平成３０年度国民体育大
会東北ブロック大会兼第
４５回東北総合体育大会

○ 午前 平成３０年度国民体育大
会東北ブロック大会兼第
４５回東北総合体育大会

○ 午前 平成３０年度国民体育大
会東北ブロック大会兼第
４５回東北総合体育大会

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 平成３０年度国民体育大会

東北ブロック大会兼第４５
回東北総合体育大会準備

○ 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 ○ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 ○

19 20 21 22 23 24 25
筋力アップ＆ストレッチ
（9：30～・10：15～　総合体育館）

かとう眼科医院
大和町吉岡東二丁目8-10
☎︎347-1682

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
（19：45～　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）

卓球スクール
（10：00～・13：00～　総合体育館）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　総合体育館）
リズムdeエクササイズ
（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）

大和駐屯地定期演奏会
「まほろばコンサート2018」
（15：00～　まほろばホール）

午前 平成３０年度国民体育大
会東北ブロック大会兼第
４５回東北総合体育大会

○ 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 大和町社会福祉協議会
体育大会

○ 午前
宮城県フットサル連盟

○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後 大和町社会福祉協議会

体育大会準備
○ 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 ○ 夜間 「開」フットサル（予約制）/卓球（サブ） ○ 夜間 「開」一般開放 ○

26 27 28 29 30 31 9/1
筋力アップ＆ストレッチ
（9：30～・10：15～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（13：30～　総合体育館）

明石台レディースクリニック
富谷市明石台二丁目13-1
☎︎772-8188

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
（19：45～　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）
かんたん！ストレッチ
（10：00～　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～）
リズムdeエクササイズ
（19：30～　総合体育館）

ピラティス講座
（10：00～　ふれあいの杜）
わいわい宮床っ子（15：00～）

午前
宮城県フットサル連盟

○ 午前 「開」バレーボール1/2・
バドミントン1/2

○
休館日

午前 富谷黒川地区中学校体
育連盟

○ 午前 富谷黒川地区中学校体
育連盟

○ 午前 東北福祉大ハンドボー
ル部

○ 午前
フレッシュミクロミニバ
スケットボール大会

○
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 ○

生涯学習カレンダー
2018

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。



※出典：子ども読書の情報館「絵本で子育てを楽しく」　文部科学省（一部加工して作成）

子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館
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読み聞かせ
がはぐくむ
子どもの力
②

筋力アップ＆ストレッチ

かんたん！ストレッチ

　ゴムチューブを使用した筋力アップの教室と、ヨガアーサナ（ポーズ）と骨格運
動を合わせたストレッチの教室をそれぞれ30分ずつ開催します！

　かんたんストレッチで気持ちよく身体を伸ばしましょう！

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178（毎週火曜日休館）

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346-2178（毎週火曜日休館）

●総合体育館開催プログラム●

　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、全７回シリーズ「子どもの成長と絵本の関わりについて」の第２回をご紹介します。

親子でいっしょに読み聞かせ

○親子で楽しい時間を過ごしていますか

○家族のふれあいの時間を持とう

○こころとことばを育てる

○暮らしのなかでことばを楽しむ遊びをとり入れよう

～絵本で子育てを楽しく～

　大和町公民館図書室（まほろばホール内）にはたくさんの絵本があります。また、お近
くの児童館の絵本コーナーや宮城県図書館も、ぜひご利用ください。
　どんな本が良いのかわからないときは各施設の職員にご相談ください。

◆チューブトレーニング　～筋力アップ～
日　　時：８月19日、26日（日曜日）
　　　　　午前９時30分～午前10時
会　　場：大和町総合体育館　研修室又は柔道場
対　　象：一般男女　　定　　員：20人（先着順）
参 加 料：１回320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
　　　　　チューブ（貸出用チューブもあります。数量限定）
◆ストレッチ　～ヨガアーサナと骨格運動～
日　　時：８月19日、26日（日曜日）　 午前10時15分～午前10時45分
会　　場：大和町総合体育館　研修室又は柔道場
対　　象：一般男女　　定　　員：20人（先着順）
参 加 料：１回320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、タオル、飲み物、 ヨガマット
　　　　　（貸出用マットもあります。数量限定）

日　　時：８月９日、16日、23日、30日（木曜日）　
　　　　　午前10時～午前11時
会　　場：大和町総合体育館　研修室又は柔道場
対　　象：一般男女　　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、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

日時：９月５日（水）　午前10時～午前11時30分
会場：まほろばホール　　　定員：20人
内容：絵本の魅力や選び方、基礎的な読み聞かせについての講話と実践。今回のテーマは「小道具

とことばを使ってやりとりを楽しむ文学あそびであ・そ・ぼ」です。

申込・問い合わせ先：総合体育館　☎346－2178　（毎週火曜日休館）

申込・問い合わせ先：公民館（まほろばホール）　☎344-4401

問い合わせ先：原阿佐緒記念館　☎346-2925

日　　時：10月７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：【１ｋｍコース】　親子ペア（　　　　　　　）
　　　　　【３ｋｍコース】　小学４～６年生（男子・女子）
　　　　　　　　　　　　　中学生以上一般女子
　　　　　【５ｋｍコース】　中学生以上一般男子
　　　　　【10ｋｍ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21日（金）

  初秋の七ツ森湖畔を会場にマラソン大会を開催しま
す。美しい自然に囲まれたコースで、景色を楽しみな
がら一緒にゴールを目指しましょう！

　たいわ家庭教育サポートチームと子育てサポーター
が、ママの交流や子育て情報交換の場を開きます。
　ハンドマッサージをしたりお菓子を食べたり。子育
て情報や気分転換の場となるよう、スタッフ一同お待
ちしています。

参 加 者 募 集
 -託児付き-

お子様同伴の場合はたいわ
子育てサポーターが見守り
託児を行います。

申込・問い合わせ先：生涯学習課　☎345-7508

　読み聞かせは、絵本や本を子どもに読んで聞かせ、幼い子どもたちがおはなしの楽しさを感
じるひとときです。子どもの情緒や想像力を育て、ことばを覚える機会にもなります。親にとっ
ても子どものすてきな表情を通して子育ての楽しさを感じるひとときです。

　テレビ・ＤＶＤなどの映像メディアと親の語りかけには違いがあ
ります。テレビなどは子どもの興味・関心に関係なく一方的にうつ
されますが、読み聞かせはその子のペースで見たり、会話をしたり
しながら読み進めることができます。

　子どもはどんどん成長します。絵本やうた
を子どもと楽しめる時間を大切にしましょ
う。

　ことばを学ぶことで考える力が育ち、人に
かかわろうとする気持ちも育ちます。

　子どものこころとことばの成長には、こころに届く大人からのあたた
かな語りかけが必要です。そんなにむずかしいことではありません。暮
らしの中で絵本の読み聞かせや、うたを歌うなど、ことばを楽しむ遊び
をとり入れてみませんか。

絵本をプレゼント！

読み聞かせは、こと
ばだけではなくここ
ろも豊かに育てます

ふれあいの時間は、
子どもの家族への
信頼を深めます

片方参加、両方での参加、お選びいただけます。
両方参加（チューブトレーニング・ストレッチ）で参加料が１回540円とお得に！
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

第38回 町民マラソン　　　大会

まほろば大学受講生

歩け
走れ

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！

次の講座の定員にまだ空きがあります。
受講を希望される方はぜひお申し込みください！

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

【募集講座】 わらべうたと絵本であ・そ・ぼ
　わらべうたや絵本を通して、読み聞かせの大切さやおは
なし会を盛り上げる小道具の効果的な使い方を学びます。

にこ☺ま
にこ

まサロン（家庭教育サロン）開催

対　象：未就学児の保護者
会　場：町民研修センター
受講料：1,250円（全日程材料代等）
日　程：①９月７日（金）、②10月５日（金）、③10月19日(金)
　　　　④11月２日（金)、⑤12月７日（金）
時　間：午前10時〜午前11時30分

参加者の声（Ｈ29年度参加されたママより）
・悩みはみーんな同じということ。
　心に愛をそそぐよということ。

・子育て中のお母さんとお話しする楽しさをみーんなに知って

　もらいたい。

・また明日もがんばろうと思えました。

問い合わせ先：まほろばホール　☎344-4401

第10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、ぜひお越しください！

日　時：10月14日（日）
　　　　午後１時開演（午後０時30分開場）
会　場：まほろばホール　大ホール
入場料：無料（ただし、整理券が必要）

※整理券は、８月14日（火）からま
ほろばホール、生涯学習課、杜の
丘出張所において配布します♪

募 集 継 続

未就学児と保護者・
小学１～３年生と保護者

原阿佐緒記念館 会期：〜８月31日（金）

小企画展　『諸所漂泊 －故郷を離れて－』
　阿佐緒が暮らした様々な場所とそこで詠まれた阿佐緒の思いを短歌
を通してご紹介します。
開館時間：午前９時～午後４時　　期間中の休館日：月曜日
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
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