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生涯学習カレンダー
日

月
み

●公民館・まほろばホール
生涯学習課（編集）

火

水

日

ち

く

時：平成31年1月20日
（日）

入場券

◆会

会 場：まほろばホール 大ホール
入場料：Ｓ席 1,500円
Ａ席 1,200円
【全席指定】
（当日券は500円増）

問い合わせ先：まほろばホール

東北弁落語
六華亭 遊花
江戸落語
春風亭 柳橋
江戸落語 〔ニツ目〕三遊亭 遊子
俗
曲
桧山 うめ吉
漫
才
ニードル

日付

元日

☎344-4401

1

まほろばホール
図書室休館日

行事等

富谷中央病院

休日当番医

6

期

◆時 間
◆表彰式
◆会 場

※未就学児童の入場はお断りしております。

＝出演者＝

富谷市上桜木二丁目１－６
☎779-1470

２月３日
（日）
～２月16日（土）
※２月５日
（火）
休館
午前９時～午後５時
２月10日
（日） 午前10時～
まほろばホール

2

まほろばホール
図書室休館日

吉岡まほろばクリニック

大和町吉岡まほろば一丁目５-４
☎345-9901

第23回受賞作品
絵画小中学生の部
まほろば大賞 「風景」
富谷第二中学校 １年生
木戸浦 妃莉さん
※学年は受賞時のものです。

問い合わせ先：まほろばホール
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まほろばホール
図書室休館日

☎344-4401

4

まほろばホール
図書室休館日

（欄外下の見方参照）

休館日

休館日

休館日
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バドミントンスクール

トレーニング室利用講習会

トレーニング室利用講習会

（10：00～ 総合体育館）

（19：00～ 総合体育館）

卓球スクール

（10：00～・13：00～ 総合体育館）

シェイプアップ教室

（9：30～ まほろばホール）

午前 聖ウルスラ高校ソフト ○
午後 テニス部
○
夜間 第３回大和町サッカー協会長杯フットサル大会準備 ○

12

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）

かんたん！ストレッチ

おはなし会〔おはなしの森〕

（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～）

（19：45～ 総合体育館）

第３８回大和町小中学生書
初め大会

仙台リハビリテーション病院

休館日

（10：00～・13：00～ 総合体育館）（18：00～ 総合体育館）

5

富谷市成田一丁目３－１
☎351-8118

総合体育館開放情報

卓球スクール

土

大和町の四季折々の自然風景や祭り、県内各地の自然風景を
題材とした絵画や写真を展示します。作品に込められた思いを
感じながら、様々な「まほろばの風景」
をご覧ください。

午後２時開演（午後１時30分開場） 絶賛販売中！

入場券 ●まほろばホール
販売所 ●吉岡宿本陣案内所

金

第24回大和町まほろばの風景
「七ツ森」展

まほろばお好み演芸会

魅知国たいわ寄席
ち

木

（10：30～ まほろばホール）

リズムdeエクササイズ

杉山医院

（19：30～ 総合体育館）

大郷町羽生字中ノ町１１－１
☎359-4123
午前 第３回大和町サッカー協 ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 会長杯フットサル大会
○ 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

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・バドミントン1/2 ○ 午前 東日本選抜ソフトテニ ○
○
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 東北高校ソフトテニス部 ○ 午後 スサーキットリーグ
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 ソフトテニス同好会
○ 夜間 第５６回大和町卓球大会準備 ○

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
13

月
14

総合体育館）

筋力アップ教室

（9：30～・10：15～ 総合体育館）（19：00～ 総合体育館）
平成３１年大和町成人式
（13：00～ まほろばホール）

トレーニング室利用講習会

（13：30～

まほろばホール
図書室休館日

成人の日
トレーニング室利用講習会

第５６回町民卓球大会

（9：00～

火
15

総合体育館）

水
16

おはなし会〔もみじっ子〕

（10：30～ まほろばホール）

バドミントンスクール

（18：00～ 総合体育館）

明石台こどもクリニック

富谷ファミリーメンタルクリニック

午前
○ 午前 プリンスカップU14東日 ○
第５６回大和町卓球大
午後
○ 午後 本男子バレーボール大会 ○
会
夜間
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○

20

21

休館日
22

バドミントンスクール
まほろばお好み演芸会「魅知 卓球スクール
（10：00～・13：00～ 総合体育館）（18：00～ 総合体育館）
国たいわ寄席」
（14：00～ まほろばホール）
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

23

トレーニング室利用講習会

（10：00～ 総合体育館）

にこ

幼児学級「どんぐりクラブ」 まほろば少年少女合唱団

28

リズムdeエクササイズ

休館日
29

トレーニング室利用講習会

卓球スクール

（9：30～・10：15～ 総合体育館）（10：00～ 町民研修センター） （18：00～ 総合体育館）
（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～）

30

31

卓球スクール

（10：00～・13：00～ 総合体育館）

2/1

シェイプアップ教室

（19：30～ 総合体育館）

2

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）

かんたん！ストレッチ

トレーニング室利用講習会

おはなし会〔おはなしの森〕

（10：30～ まほろばホール）

リズムdeエクササイズ

（19：45～ 総合体育館）

午前 平成３０年度大和町ソフ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 トテニス講習会
○ 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］

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・バドミントン1/2 ○ 午前 東日本選抜ソフトテニ ○
○
午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 東北高校ソフトテニス部 ○ 午後 スサーキットリーグ
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 ソフトテニス同好会
○ 夜間 「開」一般開放
○

（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～）

（19：00～ 総合体育館）

②
◯
◯
×

26

（19：30～ 総合体育館）

にこままサロン（家庭教育サロン） バドミントンスクール

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

卓球スクール

25

（19：45～ 総合体育館）

27

大和町吉田字新要害１０
☎344-4607

24

（19：00～ 総合体育館）

筋力アップ教室

きぼうの杜診療所

文化財防火訓練
にこままサロン
（10：00～・13：00～ 総合体育館）
（家庭教育サロン）（9：30～ 宮床基幹集落センター）
（10：00～ 町民研修センター）
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

（10：00～・13：00～ 総合体育館）（10：00～ 町民研修センター） （9：30～ まほろばホール）
かんたん！ストレッチ
わいわい宮床っ子（15：00～）
（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～）

午前 第２８回 春の全 国ドッジ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 ボール選手権宮城県大会 ○ 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 貸切

（13：30～ 総合体育館）

にこ

土
19

午前 東北高校ソフトテニス ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 大和町スポーツ少年団 ○
午後 部
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後 スポーツ教室
○
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
○

やすこ女性クリニック（婦人科） シェイプアップ教室

富谷市明石台六丁目１－２０
☎342-1255

卓球スクール

金
18

（19：30～ 総合体育館）

富谷市明石台六丁目１－２０
☎725-8815

富谷市上桜木二丁目３－６
☎725-4156

木
17

休館日

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・ ○
午後 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 東北高校ソフトテニス部 ○

２月号掲載

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。

２月号掲載

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。

平成30年度 まほろば大学閉講式
大和町教育委員会では、町民の皆さんの生涯にわたる学びを支援することを目的とし
て、昨年５月に「まほろば大学」の全１３講座を開講しました。
この１年間の締めくくりとして２月23日（土）に
閉講式を開催します。閉講式では、各講座の活動
内容の紹介やまほろば少年少女合唱団の成果発表
がありますので、受講生以外の方もぜひ会場へお
越しください。

家庭教育支援館

シリーズ

子育て を考える

54

読み聞かせ
がはぐくむ
子どもの力
⑦

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７回をご紹介します。

～絵 本で 子 育 てを楽しく～

２月23日（土）
午前９時30分～
まほろばホール 大ホール

子どもは、お父さんやお母さんや家族の声が大好きです。絵本を読んでもらったり、
おはなしやうたを聞いたりすることは、ことばを覚えたり興味・関心を広げたりする
大切な機会です。
第７回は絵本と子育てについてQ＆Aでご紹介します。

閉講式に
引き続き

こんなとき、どうする・どうしたＱ＆A

平成30年度 大和町文化講演会

「可能性への挑戦」
NHK大相撲解説者 舞の海 秀平

○
「もう字が読めるようになったから自分で
読みなさい」と言ってよいのでしょうか。

さん

毎年ご好評いただいております大和町文化
講演会。
今年度の講師は、
「 平成の牛若丸」
「 技のデ
、
パート」と呼ばれた、舞の海 秀平さんです。
舞の海さんは、青森県出身。現役時代は、
角界最小の身体ながら「猫だまし」、
「 八艘飛
び」などファンを驚かせる数々の技をくりだ
し、技能が特に優れている力士に贈られる技
能賞を５回も受賞しました。現在は、NHK大
相撲解説者などを務めるほか、テレビ・スポー
ツキャスターとして幅広く活躍しています。

A：子どもが望む間は読みましょう
字が読めることと、おはなし
がわかることは別のことです。子
どもでも大人でも、耳でおはな
しを聞くことはここちよい体験で
す。子どもが望む間は読み聞か
せを続けましょう。

入場整理券配布場所

大和町役場 総合窓口（１階）
大和町役場 生涯学習課（２階）
まほろばホール
杜の丘出張所

問い合わせ先：生涯学習課

☎345-7508

総合体育館からのご案内
トレーニング 室利用 講 習 会 増 設！
日曜日・月曜日に行っていた利用講習会を水曜日の午前も行います。
日

時：１月９日、２３日、２月１３日、２７日、３月１３日、２７日
午前１０時～午前１１時３０分
会
場：大和町総合体育館
定
員：１０人
（先着順）
対
象：高校生以上
参 加 料：２００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
顔写真１枚（縦３ｃｍ×横２．５ｃｍ）
学生証
（高校生）
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）
第2・第4日曜日、毎週月曜日に開催していますト
レーニング室利用講習会も引き続き行っています
ので、ご都合にあわせて、ぜひご利用ください！

さっき見た月と
いっしょだー

A：何歳からでも安心してはじめてください
読み聞かせを続けているうちに、子ども
が 成 長し、 興 味・ 関
心が広がったり、情緒 これ
なあに？
が豊かになっていく様
子を実感できるように
なっていきます。

読み聞かせがはぐくむ子どもの力

ことばの力

感じる力

想像する力 生きる力 表現する力
今日からはじめてみませんか 「絵本の読み聞かせ」

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。

※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）

ミニ企画展

い

亥 ～加藤陸奥雄コレクションより～

かつて東北大学の総長を務められた加藤陸奥雄氏（故人）
の寄贈コレクションの中から、今年の干支である「亥」に
ちなんで、日本各地の「猪」に関する郷土玩具を展示します。

◆会 期 １月６日（日）～18日（金）
※１月１5日（火）休館

◆時 間 午前９時～午後５時

◆会 場 まほろばホール

１階交流ホール
のごみ人形（佐賀県鹿島市） 問い合わせ先：生涯学習課

☎345-7508

災害から守ろう
文化財防火デー

堤人形（宮城県仙台市）

文化財

毎年１月26日は、
「文化財防火デー」です。文化財防火デーの制定は、昭和24年１月
26日に、現存する最古の木造建築物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したこと
と、１月と２月が１年のうちで最も火災が発生しやすい時期であるということから、昭和
30年に定められました。
この日を中心として全国的に文化財防火運動を展開し、文化財愛護に関する意識の高揚
を図っています。

文化財防火訓練
町では、１月１９日（土）に町指定
文化財の「旧宮床伊達家住宅」と宮
床基幹集落センターで、宮床歴史の
村保存会、宮床地区の婦人防火クラ
ブ、大和町消防団第二分団、黒川消
防本部のご協力をいただき、避難訓
練や初期消火訓練、放水訓練などを
行います。

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。
日

時：１月１０日、１７日、２４日、３１日（木曜日）
午前１０時～午前１１時
会
場：大和町総合体育館
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）
☎346-2178（毎週火曜日休館）

○子 どもが３歳になりますが読み
聞かせをしてきませんでしたが、
今からでもよいのでしょうか。

Ａ：家族のライフスタイルにあわせてみてはいかがでしょうか
読み聞かせをする曜日や時間を決めておくと、負担なく気
軽にできます。出勤前、お昼寝の前、食事の後、お風呂上り、
寝る前など、できる時間をさがしてみましょう。また、子ども
が
「よんで」
といったときに、ついつい忙しく
「あとでね」
と言っ
てしまいがちです。今すぐは無理かも知れませんが、そのあ
とにできるだけ、読んであげましょう。

かんたん！ストレッチ

申込・問い合わせ先：総合体育館

A：心配はいりません
お気に入りの絵本ができることはすばら
しいことです。 子どもが満足のいくまで何
度でも楽しむと、興味・関心はうつってい
きます。気になるようでしたら、好きなペー
ジや場面から、少しずつジャンルを広げて
みてはいかがでしょうか。

ほーら、まんまる
お月様だよ

○仕事や家事に追われ、読み聞かせをする時間
がとれないのですが、どうすればよいので
しょうか。

入場は無料ですが、入場整理券が必要になります。

から配布します！
２月１日
（金）

○同 じ絵本ばかりを読みたがります
が、このままでよいのでしょうか。

放水訓練（旧宮床伊達家住宅）
問い合わせ先：生涯学習課

☎345-7508

