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生涯学習カレンダー
日

月

●公民館・まほろばホール
生涯学習課（編集）

火

水

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頃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
入場料：無料

大ホール

入場整理券配布中！
・まほろばホール
・生涯学習課（役場庁舎２階）
・杜の丘出張所

1

日付

卓球スクール

行事等

協働教育ボランティア研修会 女性ア・ラ・カルト
「リンパマッサージ講座」

（19：00～ 総合体育館）

午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 バドミントン1/2
○
夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○

（欄外下の見方参照）
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（9：30～ 七ツ森湖畔公園）

5

6

短歌教室

（13：00～ まほろばホール）

☎344-4401

4

にこ

卓球スクール

（10：00～・13：00～ 総合体育館）

にこ☺ままサロン
おはなし会〔おはなしの森〕
（家庭教育サロン）（10：30～11：30 まほろばホール）

かんたん！ストレッチ
（10：00～ 町民研修センター）
（10：00～ 総合体育館）
わいわい宮床っ子（15：00～）
わいわい落合っ子（15：00～）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
（16：30～ 総合体育館）

リズムdeエクササイズ

（19：30～ 総合体育館）
午前 運動会練習（みやの森幼稚園） ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 運動会（みやの森幼稚園） ○ 午前 第40回仙台私立高等学校 ○
○ 午後 「開」バレーボール1/2・バドミントン1/2 ○ 午後 女子バレーボール秋季大会 ○
午後 「開」バレーボール1/2・バドミントン1/2 ○ 午後 バドミントン1/2
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
○

休館日
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第３８回町民マラソン歩け走 体育の日
れ大会
トレーニング室利用講習会

（10：00～ まほろばホール）

まほろばホール
図書室休館日

（19：45～ 総合体育館）

総合体育館開放情報

土

逆上がり教室

シェイプアップ教室

休日当番医

問い合わせ先：まほろばホール

3

トレーニング室利用講習会

金

出演団体
生田流箏曲愛好会／オカリナサークル七ツ森
小野っ子太鼓同好会／黒川郡連合青年団合唱部
黒川高等学校吹奏楽部／大和コーラス
大和中学校吹奏楽部／七ツ森太鼓
七ツ森童謡をうたう会／難波神代神楽保存会
ハーモニカ愛好会／ピアノファンクラブ
ビィビィバンド／まほろば少年少女合唱団
杜乃七頭舞

2

（10：00～・13：00～ 総合体育館）（13：15～ 役場301会議室）
わいわい小野っ子（15：00～） バドミントンスクール
わいわい吉田っ子（15：00～） （18：00～ 総合体育館）

木

9

10

バドミントンスクール

11

お達者倶楽部

（8：30～

（18：00～ 総合体育館）

まほろばホール）

食彩料理教室〔昼間〕

（10：00～

（19：00～ 総合体育館）

まほろばホール）

卓球スクール

（10：00～
・13：00～

12

ピラティス講座

13

まほろば少年少女合唱団

（10：00～ ふれあいの杜）
（15：30～ まほろばホール）
わいわい宮床っ子（15：00～）

総合体育館）

かんたん
！
ストレッチ

（10：00～

佐藤病院
（精神科）

ほそごえ整形外科

富谷市三ノ関坂ノ下１１６－１
☎358-6855

大和町吉岡まほろば一丁目７-９
☎725-4645

午前 第40回仙台私立高等学校 ○ 午前 第40回仙台私立高等学校 ○
午後 女子バレーボール秋季大会 ○ 午後 女子バレーボール秋季大会 ○
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○
夜間 「開」一般開放

総合体育館）

（15：00～）
わいわい落合っ子
（15：00～）
わいわい鶴巣っ子
逆上がり教室

（16：30～

総合体育館）

（19：30～

総合体育館）

リズムdeエクササイズ

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 第６回大和町卓球個人 ○
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 選手権
○
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 第６回大和町卓球個人選手権準備 ○ 夜間 「開」一般開放
○

休館日

家の中の見やすいところに
貼ってご利用ください
日
14

月
15

卓球スクール

第１０回まほろば音楽祭

火
16

バドミントンスクール

（10：00～・13：00～ 総合体育館）（18：00～ 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～）

（13：00～ まほろばホール）

トレーニング室利用講習会

（13：30～ 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）

瀬戸医院

大和町吉岡字上町７２
☎345-2630

図書室臨時休館日

午前
○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
宮城県フットサルリーグ
午後
○ 午後 バドミントン1/2
○
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○
夜間 「開」一般開放

21

22

卓球スクール

まほろばホール
図書室休館日

休館日
23

文化財めぐり

水
17

おはなし会〔もみじっ子〕

土
20

卓球スクール

（16：30～ 総合体育館）

図書室臨時休館日

リズムdeエクササイズ

（19：30～ 総合体育館）

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前
○
第５回ミニ バ スケット
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後
○
ボール交流大会
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
○

24

ハンドメイドア・ラ・カルト

25

卓球スクール

26

27

幼児学級「どんぐりクラブｉ
ｎ 飴っこづくり体験教室

（10：00～・13：00～ 総合体育館）（8：30 まほろばホール集合） 「ハーバリウム教室」
（10：00～ ふれあいの杜）
わいわい吉田っ子（15：00～） バドミントンスクール
トレーニング室利用講習会 （18：00～ 総合体育館）
（19：00～ 総合体育館）

（10：00～・13：00～ 総合体育館） ふれあいの杜」
かんたん！ストレッチ
（10：00～ ふれあいの杜）
（10：00～ 総合体育館）
星を観る会
わいわい落合っ子（15：00～） （19：00～ まほろばホール）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）

（19：45～ 総合体育館）

（16：30～ 総合体育館）

（9：30～ 吉岡仲町島田飴工房）

跳び箱教室

リズムdeエクササイズ

大和町吉岡字西桧木60
☎345-3101

（19：30～ 総合体育館）

午前 第５回ミニ バ スケット ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 ボール交流大会
○ 午後 バドミントン1/2
○
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○
夜間 「開」一般開放

28

29

卓球スクール

2018ミズノスポーツＤＡＹ

休館日
30

（10：00～・13：00～ 総合体育館）
わいわい小野っ子（15：00～）

（10：00～ 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）

大和クリニック

午前 平成30年度宮城県オー ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 プンインディアカ大会 ○ 午後 バドミントン1/2
○
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○
夜間 「開」一般開放

［総合体育館 開放情報の見方］
②
◯
◯
×

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 第６回大和町バスケッ ○
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 トボール大会
○
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 日吉台キッズ
○ 夜間 色麻テニス愛好会
○ 夜間 「開」一般開放
○

31

11/1

卓球スクール

にこ

2

休館日

3

にこ☺ままサロン
文化の日
（10：00～・13：00～ 総合体育館）
（家庭教育サロン） 第４８回たいわ町民文化祭
（10：00～ 町民研修センター）（10：00～ まほろばホール）
かんたん！ストレッチ
（10：00～ 総合体育館）
わいわい宮床っ子（15：00～）
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
深見内科循環器内科医院
（19：30～ 総合体育館）

大和町まいの二丁目２－４
☎345-3411

①
時間区分
午前
「開」バレーボール1/2・
午後
バドミントン1/2
夜間

にこ

金
19

にこ☺ままサロン
まほろば少年少女合唱団
（10：30～11：30 まほろばホール）（10：00～・13：00～ 総合体育館）
（家庭教育サロン）（9：30～ まほろばホール）
かんたん！ストレッチ
（10：00～ 町民研修センター） 飴っこづくり体験教室
（10：00～ 総合体育館）
わいわい宮床っ子（15：00～） （9：30～ 吉岡仲町島田飴工房）
わいわい落合っ子（15：00～）
わいわい鶴巣っ子（15：00～）
跳び箱教室

シェイプアップ教室

公立黒川病院

木
18

大和町吉岡字上道下４０-１
☎345-3693

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前
○
第38回宮城県スポーツ
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後
○
少年団交流大会
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
○

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。

第48回

たいわ町民文化祭

大和町内の各種文化団体が、日頃の活動成果を
発表します。様々な芸能のステージ発表と、絵画
や写真、書道などの展示を行います。みなさん、
ぜひお越しください。

時：11月３日
（土） 午前10時～午後３時30分
11月４日
（日） 午前９時30分～午後３時30分
会 場：まほろばホール
入場料：無料
問い合わせ先：まほろばホール

☎344-4401

第24回大和町まほろばの風景「七ツ森」展作品募集

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、または県内
各地の自然風景をテーマとした絵画及び写真を公募
し、優秀作品を審査・展示します。

◆部

①大和町のシンボル「七ツ森」
②大和町の四季折々の自然風景・祭り・行事
③県内各地の自然風景
門

◆申込方法
◆募集期間

※申込書は、まほろばホール窓口にて配布しています。

”
くん ！
竜
“恐 ってくる
がや

51

第23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
「風景」 木戸浦 妃莉さん（富谷第二中１年生）

問い合わせ先：まほろばホール ☎344-4401

恐竜くん トークショー
恐竜くんと学ぶ！恐竜のふしぎ講座

恐竜研究家である
「恐竜くん」は、高校生で単身カナダへ留学し、恐竜研
究で有名なカナダのアルバータ大学で古生物学を中心にサイエンスを学び
ました。現在は、恐竜展やトークショーなどで幅広く活躍しており、テレビ・
ラジオにも多数出演しています。今回、恐竜の不思議クイズを交えたトークで、
楽しいなぞと発見に満ちた奥深き恐竜の世界にあなたをご案内します！

～絵本で子 育てを楽しく～

２歳～６歳頃 の読み聞かせ ことばやジャンルを広げよう

会話ができるようになってくると、ことばの数が増えていきます。いろいろな実体験を大切にし
ながら、絵本や本のジャンルを広げていきましょう。

（全席指定）
※親子チケット
（大人と中学生以下１組）
、友の会割引あり

問い合わせ先：
まほろばホール

自分から話そうとするな
ど、自我がめばえてきたね

行動範囲が広がり、幼稚園・保育所などで、
友だちや周囲の人とかかわることができるよ
うになってきます。さまざまなことやものに
興味・関心を持ち、個性もはっきりしてきます。
幼稚園・保育所の読み聞かせなどを家庭で
も話題にしてみましょう。

友だちと遊べるよう
になってきたのね

○絵本以外でおはなしを楽しむ方法

○この時期の読み聞かせ

紙しばいを見る
文字を覚えはじめても、読み聞かせは続けましょ
紙しばいは、紙しばい用
う。おはなしを聞くことで絵本や本の世界に引き込
まれていきます。子どもはくり返しが大好きです。 の舞台を使うことで、より
楽しむことができます。
気に入った絵本や場面は何度でも読みましょう。
ひざの上や布団の中など、子ども
が気持ちよく感じる場所でおはな
しをすると、うれしそうだね

おすすめの絵本や本
◇昔ばなし、物語・童話、科学絵本、
生きもの図鑑など

いつもと違うジャンルの絵本や本を選ぶと、子どもの興味・
関心を広げるきっかけになります。

日 時：12月8日（土） 午後2時30分開演（午後2時開場）
会 場：まほろばホール 大ホール
入場料：大
人
１，
５００円
中学生以下
５００円
親子チケット １，
８００円

読み聞かせ
がはぐくむ
子どもの力
④

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４回をご紹介します。

○２歳～６歳の頃

絵画：一般の部・小中学生の部
写真：一般の部
申込書にて出品申込をしてください。
小中学生の部
10月１日（月）
～11月30日（金）
一般の部
10月１日（月）
～12月17日（月）

家庭教育支援館

子育て を考える

日

テーマ

シリーズ

おはなしを聞く

昔ばなしなどは、ことば
だけでおはなしを聞いて、
楽しむことができます。

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。
☎344-4401

※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）

宮床宝蔵

総合体育館からのご案内
シェイプアップ 教 室
ボクシングのような動きで腕や脚のシェイプ
アップを目指します！
日

時：10月15日、22日、29日
（月曜日）
午後７時45分～午後８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５４０円
※当日、券売機にてお支払いください。
持 ち 物：室内シューズ、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

2018ミズノスポーツＤＡＹ
ミニ運動会で親子楽しく身体を動かそう！

企画展

『朝比奈三郎と七ツ森 』

七つの連なる山々 「七ツ森」 は大和
町の美しいシンボルとして人々の心に
根付き、 親しまれています。
その「七ツ森」を、たった一人で作っ
たという大男 朝比奈三郎。
土を運び山を築き、 その足跡は川に
なったといいます。
今でも大和町に残る朝比奈三郎の伝
説をご紹介します。
開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日
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：大和町宮床字下小路64
問い合わせ先：宮床宝蔵 ☎346-2438

旧宮床伊達家住宅

企画展 『貞樹院松子の祈り
こ

日

時：10月28日
（日曜日）
午前10時～午後１時
会
場：大和町総合体育館 サブアリーナ
対
象：年中～小学２年生の親子
定
員：親子２０組
（先着順） ※親子１組
（大人１人、子ども１人）
参 加 料：親子１組 １，
０００円
※当日、券売機にてお支払いください。
持 ち 物：室内シューズ、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：開催日前日
◆タイムテーブル
10：00～ 親子カルタ大会 （定員10組）
※カルタ大会に参加希望の方は申込時にお申し付けください。
※カルタ大会のみの参加は出来ませんのでご了承ください。
11：00～ 運動会
障害物競走／玉入れ競争／ロケットドッジ／チーム対抗リレー
※カルタ大会に参加されない方は午前10時30分まで来館ください。
12：30～ 抽選会（景品プレゼント）
申込・問い合わせ先：総合体育館

会期：10月16日（火）
～12月2日（日）

☎346-2178（毎週火曜日休館）

会期：10月20日（土）～11月11日（日）

つるし飾り むかしばなしの風景』

恒例となった 「つるし飾りっ心 の会」 によるつるし飾りの展
示です。 今回は昔話の一場面を表現します。
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
所 在 地：大和町宮床字下小路64
問い合わせ先：旧宮床伊達家住宅

原阿佐緒記念館

放課後子ども教室「わいわ
い小野っ子・吉田っ子・宮
床っ子」のみんなが制作し
た作品も展示します！
☎346-2112（宮床生産森林組合内）

企画展 『歩みきた道

会期：11月18日（日）～平成31年3月31日（日）

新蔵資料展』

原阿佐緒が歩んだ歌人としての道、 女性としての道、 そして
一人の人間としての道。 新蔵資料とともに阿佐緒が歩んできた道
をご紹介します。
開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日。ただし、12月24日・１月14日・２月11日は
開館し、各翌日（火）は休館します。12月28日～１月４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
問い合わせ先：原阿佐緒記念館

☎346-2925

