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生涯学習カレンダー
日

月

2

●公民館・まほろばホール
生涯学習課（編集）

火

水

木

金

２月29日
（土）午後１時 まほろばホールで会いましょう！
日時：２月29日
（土）午後１時～
令和元年度まほろば大学閉講式
（午後０時 30 分開場）
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29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報告や
「まほろば少年少女合唱団」と
「幼児学
級どんぐりクラブ」による成果発表があります。どなたでも参加できますの
で、皆さんお誘い合わせの上お越しください。

会場：まほろばホール

大ホール

手話通訳付き
まほろば少年少女合唱団の発表（平成30年度）

～閉講式に引き続き開催いたします！～

令和元年度大和町文化講演会
演題

日付

子どもから大人まで楽し
めるとてもユニークな内
容となっております !

行事など

『パックンマックンの笑劇的
国際コミュニケーション力』

日本人と米国人のお笑いコンビ
※詳しくは裏面をご覧ください。

2

トレーニング室利用講習会

卓球スクール

（13:30～ 総合体育館）

杉山医院

5

まほろばホール

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）

（13：00～ まほろばホール）

体幹トレーニング

つまみ細工教室

（13：00～ ふれあいの杜）

バドミントンスクール

短歌教室

（18:00～ 総合体育館）

サーキットナイト

（19：30～ 総合体育館）

午前 第19回まほろば杯富谷黒川地 ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○
午後 区中学生ソフトテニス研修大会 ○ 午後 バドミントン1/2
○
夜間 東北生活文化大学高校ソフトテニス部 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照）

☎345－7508

（10：00～・13：00～ 総合体育館）
図書室休館日
わいわい小野っ子（15：00～） 協動教育成果報告会
わいわい吉田っ子（15：00～） （13:30～ 大和町役場）

トレーニング室利用講習会

大郷町羽生字中ノ町11-1
☎359-4123

4

（19：30～ 総合体育館）

1

おはなし会〔おはなしの森〕
（10:30～ まほろばホール）

休日当番医

パックンマックン
問い合わせ先：生涯学習課

3

土

6

7

午前
○
大和町ソフトテニス研修会
午後
○
夜間 東北生活文化大学高校ソフトテニス部 ○

8

卓球スクール
わいわい宮床っ子（15:00～） TAIWA YOGAーTIME
（19:00～ 総合体育館）
（10：00～・13：00～ 総合体育館）
ストレッチ&かんたんトレーニング
（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）

午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 「開」ソフトテニス1/2・バ ○ 午前 東北高校ソフトテニス ○ 午前
○
宮 城 県ミニバスケット
午後 バドミントン1/2
○ 午後 ドミントン1/2
○ 午後 部
○ 午後
○
ボール新人大会
夜間 ソフトテニス同好会
○ 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
○

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
9

月
10

第２５回まほろばの風景
「七ツ森」展表彰式

卓球スクール

火
11

建国記念の日

体幹トレーニング

ほそごえ整形外科

（19：30～ 総合体育館）

大和町吉田字高田33
☎725-4645

16

17

まほろばホール
図書室のみ臨時休館日

トレーニング室利用講習会

（13：30～ 総合体育館）

まほろばホール
図書室休館日

仙台フィルハーモニー管弦 卓球スクール
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）
楽団コンサート
（15:00～）
わいわい小野っ子「閉講式」
（14:00～ まほろばホール）
（15:00～）
わいわい吉田っ子「閉講式」
トレーニング室利用講習会
明石台こどもクリニック
富谷市明石台6丁目1-20
☎725-8815

23

リズムdeエクササイズ

（19:30～ 総合体育館）
○
○
○

休館日
19

まほろばホール
図書室のみ臨時休館日

おはなし会〔もみじっ子〕

（10：30～ まほろばホール）

20

（19:30～ 総合体育館）

（19:00～ 総合体育館）

21

22

（15:00～） スタインウェイのピアノ体験
わいわい宮床っ子「閉講式」
まほろばホール
（10:00～ まほろばホール）
図書室のみ臨時休館日

卓球スクール（10：00～・13：00～ 総合体育館）
ストレッチ&かんたんトレーニング

（19:30～ 総合体育館）

サーキットナイト

体幹トレーニング

（10:00～ まほろばホール）

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
○
仙台ジュニアオープン
○
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
カップドッジボール大会
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
○

（19:30～ 総合体育館）

天皇誕生日
振替休日
スタインウェイのピアノ体験 トレーニング室利用講習会

まほろば少年少女合唱団

（9:30～ まほろばホール）

スポーツ体験教室

（19:00～ 総合体育館）

24

土
15

（17:30～ 総合体育館）

（10:00～ 総合体育館）
（15:00～）
わいわい落合っ子「閉講式」
（15:00～）
わいわい鶴巣っ子「閉講式」
スポーツ体験教室（17:30～ 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） ○

わいわい宮床っ子（15:00～）

ストレッチ&かんたんトレーニング

富谷市上桜木2丁目3-6
☎725-4156

18

卓球スクール

金
14

（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～）

富谷ファミリーメンタルクリニック

午前 東北選抜ソフトテニス ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前
SBLS冬の大会
午後 リーグ
○ 午後 バドミントン1/2
○ 午後
夜間 東北生活文化大学高校ソフトテニス部 ○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○ 夜間 バドミントンスクール※貸切

木
13

（10：00～・13：00～ 総合体育館）

（10：00～・13：00～ 総合体育館） ミズノ流忍者学校
わいわい小野っ子（15：00～） （10:00～ 総合体育館）
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～ まほろばホール）

午前
宮床地区球技大会
午後
夜間 一般開放

水
12

リズムdeエクササイズ

休館日
25

バドミントンスクール

（18:00～ 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・バドミントン1/2 ○ 午前
○
第13回中学生バレーボー
○ 午後
○
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
ル東北親善大和大会
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 「開」バスケットボール ○ 夜間 第13回中学生バレーボール東北親善大和大会 準備 ○ 夜間
○

26

トレーニング室利用講習会

（10：00～ 総合体育館）

27

卓球スクール

28

29

まほろば大学閉講式

（10：00～・13：00～ 総合体育館）

（13：00～ まほろばホール）

（10:00～ 総合体育館）

（14：00～ まほろばホール）

ストレッチ&かんたんトレーニング

大和町文化講演会

リズムdeエクササイズ

やすこ女性クリニック（婦人科）

富谷市明石台6丁目1-20
☎342-1255

塚本耳鼻咽喉科医院

大和町吉岡字中町60
☎345-2734

○ 午前
○
午前
ソフトテニス同好会
第13回中学生バレーボー
午後
○ 午後
○
ル東北親善大和大会
夜間
○ 夜間 「開」バレーボール/卓球（サブ） ○

［総合体育館 開放情報の見方］
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

②
◯
◯
×

（19:30～ 総合体育館）

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・ ○ 午前 「開」バレーボール1/2・ ○ 午前 東北選抜ソフトテニス ○
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 リーグ
○
夜間 「開」バドミントン
○ 夜間 東北生活文化大学高校ソフトテニス部 ○ 夜間 ソフトテニス同好会
○ 夜間 大和町ソフトバレーボール大会 準備 ○

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。

令和元年度

大和町文化講演会

「パックンマックンの
笑劇的国際コミュニケーション力」
日本人と米国人のお笑いコンビ

パックンマックン

例年ご好評いただいております大和町文
化講演会ですが、今年度の講師は日本人と米
国人のお笑いコンビ、
パックンマックンです。
「ハーバード大学出身の芸人」という異
色 の 経 歴 で 1997 年 に デ ビ ュ ー し、TV、
CM、ラジオ、書籍出版など多方面に活躍さ
れています。また、全国各地で講演会も開催
しています。
子どもから大人まで楽しめるとてもユ
ニークな内容となっており、コメディショー
を交えながら行う講演会は楽しめること間
違いなしです！

閉講式に引き続き

家庭教育支援館

シリーズ

子育て を考える

67

子どもが
『かが
やく』
コミュニ
ケーション①

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。
今月号から４回シリーズで
「宮城の子育て情報誌
「はぴるぷ・みやぎ」
（令和元年12月発行
」
宮城県保健福祉部子育て社会推進室）
から抜粋してご紹介します。

子どもの「しつけ」に関しては時代の変化もあり、どう接するべきか悩む大人も多いのではないでしょうか。そこで今回
は、子どもと良い関係を保ちながら、望ましい行動を促すことができるコミュニケーションのヒントをお伝えします。

（手話通訳付）

日時：２月29日
（土） 午後２時（予定）
会場：まほろばホール 大ホール
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６日（木）

入場整理券配布場所

（※お一人様５枚まで）

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

（予定時間）
午後0時30分 開場・受付
午後1時00分 まほろば大学閉講式

午後2時00分 文化講演会
（午後3時30分 終了予定です）

問い合わせ先：生涯学習課

☎345－7508

オレンジカードは、本来だれでも持っているコ
ミュニケーションの方法です。でも、人には感情
があるので子どもにオレンジカードを切ることが難しいときもあります。オレンジカードを切れる

まほろばホール図書室の臨時休館について
令和２年２月17日（月）～20日（木）の期間、蔵書点検のため図書室はお
休みとなります。
蔵書点検とは、図書室の本が正しい場所に置かれているか・行方不明
の本がないかなどの点検を行う作業です。
期間中は貸出・返却などの受付は一切お受けできません。ご迷惑をお
かけしますが、ご了承願います。
問い合わせ先：まほろばホール

ようになるヒントとして、合言葉を活用してみてください。
どならないディスらない非暴力コミュニケーションの具体策

この特集は、
この
「機中八策®」
を元に作成していま

す。
児童相談所長が考案した非暴力コミュニケーションパッケージ

☎344－4401

●総合体育館開催プログラム●

第24回大和町ソフトバレーボール大会

参加チーム募集！

日

時：３月１日
（日） 午前９時開会

会

場：大和町総合体育館

種

目：①一般男女混合の部（男女各２名） ②一般女子の部

種目④、⑤、⑥
（小学生・中学生の部） 1,000円（税込）
※４名／１チーム
（最大６名まで登録可）の参加料です。
参加料は大会当日、お支払いください。
申 し 込 み：総合体育館窓口で申込用紙をご記入のうえ、お申し込みください。
申 込 締 切：２月 20 日（木）

ミズノ流忍者学校
技を習得しながらカラダを動かそう！
みんなで楽しく修行を乗り越えるでござる！

時：2月11日
（祝火） 午前10時〜午前11時30分

会
参

場：大和町総合体育館
加

サブアリーナ

料：1,500円
（税込） ※当日お支払いください

対

象：年中～小学 2 年生

定

員：30名
（定員になり次第締切）

持

ち

物：動きやすい服装・室内シューズ・飲み物・タオル

申 込 締 切：2月10日
（月）
そ

の

会期：２月１日（土）～３月31日（火） 開館時間：午前９時～午後４時
期間中の休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
原阿佐緒記念館
同時開催

料：種目①、②、③
（一般男女・一般女子） 2,000円（税込）

他：前日までのキャンセルは無料といたしますが、当日キャンセルされた
場合は、準備の都合上、キャンセル料として参加料を 100％いただき
ますので、予めご了承ください。
申し込み・問い合わせ先：総合体育館

☎346－2178（毎週火曜日休館）

☎２１１－２５２８

ひな祭り

④小学生低学年の部（１～４年生）

※小学生の部に参加するチームは、成人者が引率すること。

日

宮床歴史の村の

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。

参 加 資 格：町内に在住、又は勤務している方
加

問い合わせ先：宮城県子育て社会推進室

③一般男女 45 歳以上の部（女子単独も可）
⑤小学生高学年の部（５～６年生） ⑥中学生の部（男女混合可）

参

千葉県の児童相談所長である渡邉 直さんが考
案した非暴力コミュニケーションの方法です。

よし こ

「阿佐緒と葭子」 〜３月31日（火）

「全国文学館協議会共同展示
3.11 文学館からのメッセージ
原阿佐緒と震災詠 ―大正十二年九月一日の記―」

3月1日（日）～3月31日（火）

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

宮

床

宝

原家ゆかりの段飾り
問い合わせ先：原阿佐緒記念館

☎346-2925

蔵

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
形や姉様人形を展示します。
同時開催
ね
「加藤陸奥雄コレクション小企画展 子」 ～2月29日（土）
干支の子に係る各地の人形を展示します。
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

堤人形の内裏雛
問い合わせ先：宮床宝蔵

☎346-2438

旧宮床伊達家住宅
手作り雛人形の段飾りやつるし飾りなどを展示
します。人形作りや貝合わせもお楽しみください。
入館料：無料

所在地：大和町宮床字下小路64

上記２館も含め、
折り紙雛人形作りと姉様人形作り
ができます！（無料）

つるし飾りっ心（こ）の会制作内裏雛
問い合わせ先：旧宮床伊達家住宅

☎346-2112
（宮床生産森林組合内）

