
日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23

トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）

富ケ丘内科・アレルギー科
富谷市富ケ丘二丁目11番４４号
☎343-5512

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
ミズノLALALA健康プログラム
（10:00～　総合体育館）
かんたんエアロ
（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
※制限あり
（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　※制限あり
（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）

どんぐりクラブ
（10:00～　町民研修センター）
体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

ファイティングエクササイズ
（18:30～　総合体育館）
筋トレナイト
（19:30～　総合体育館）

午前
貸切

○ 午前「開」バドミントン ○
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前「開」ソフトテニス ○ 午前
貸切

○ 午前 全日本ソフトテニス
インドアリーグ

○
午後 ○ 午後 貸切 ○ 午後

貸切
○ 午後

貸切
○ 午後 ○ 午後 ○

夜間「開」バスケットボール ○ 夜間「開」バレーボール1/2・卓球1/2 ○ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 貸切 ○

24 25 26 27 28 29 30
まほろばお好み演芸会

「魅知国たいわ寄席」
（14:00～　まほろばホール）

新富谷SSレディースクリニック（産婦人科）
富谷市成田九丁目１番地２０
☎348-3534

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
かんたんエアロ
（19:30～　総合体育館）

バドミントンスクール
※制限あり
（18:00～　総合体育館）

卓球スクール　※制限あり
（10:00～・13:00～　総合体育館）
トレーニング室利用講習会
（13:00～　総合体育館）

体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

午前 第30回春の全国ドッジ
ボール選手権宮城県大会

○ 午前「開」バドミントン ○
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ○ 午前「開」ソフトテニス ○ 午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ◯ 午前「開」バスケットボール ○
午後 ○ 午後「開」バレーボール ○ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ○ 午後「開」バドミントン ○ 午後

貸切
◯ 午後「開」バドミントン ○

夜間「開」バレーボール ○ 夜間「開」バレーボール1/2・卓球1/2 ○ 夜間「開」バドミントン ○ 夜間「開」バスケットボール ○ 夜間 ◯ 夜間 貸切 ○

31
トレーニング室利用講習会
（18:00～　総合体育館）
第26回大和町まほろばの風景

「七ツ森」展　～2/14

日吉台きむら内科
富谷市日吉台一丁目２１番地１
☎348-0722

午前
貸切

○
午後 ○
夜間「開」バドミントン ○

日 月 火 水 木 金 土
日付 1 2

行事など

休日当番医

元日
まほろばホール
図書室休館日

たいとみ胃腸内科医院
富谷市日吉台二丁目34番地２
☎725-7201

まほろばホール
図書室休館日

ちば小児科医院
富谷市富谷北裏４７番地
☎358-0601

総合体育館開放情報
（欄外下の見方参照） 休館日 休館日

3 4 5 6 7 8 9
まほろばホール
図書室休館日

塚本耳鼻咽喉科医院
大和町吉岡字中町６０番地
☎345-2734

まほろばホール
図書室休館日

まほろばホール
図書室休館日

バドミントンスクール
※制限あり
（18:00～　総合体育館）

卓球スクール　※制限あり
（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）
トレーニング室利用講習会
（13:00～　総合体育館）

体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）
第26回大和町まほろばの風景

「七ツ森」展絵画作品搬入
（10:00～16:00）
ミニ企画展「丑～加藤陸奥雄コ
レクションより～」　～1/18

ファイティングエクササイズ
（18:30～　総合体育館）
筋トレナイト
（19:30～　総合体育館）
第26回大和町まほろばの風景

「七ツ森」展絵画作品搬入
（10:00～16:00）

休館日 休館日 休館日
午前

東日本選抜高等学校
ソフトテニス大会

○ 午前
東日本選抜高等学校
ソフトテニス大会

○ 午前 東日本選抜高等学校
ソフトテニス大会

○ 午前「開」バレーボール ○
午後 ○ 午後 ○ 午後 ○ 午後「開」バスケットボール ○
夜間 ○ 夜間 ○ 夜間 貸切 ○ 夜間「開」卓球 ○

10 11 12 13 14 15 16
令和３年大和町成人式
（13:00～　まほろばホール）

中谷クリニック
富谷市成田二丁目１番地３
☎351-8033

成人の日

深見内科循環器内科医院
大和町吉岡字上道下40番地の１
☎345-3693

バドミントンスクール
※制限あり
（18:00～　総合体育館）

卓球スクール　※制限あり
（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）

体幹トレーニング
（19:30～　総合体育館）

午前「開」卓球 ◯ 午前
貸切

◯
休館日

午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ◯ 午前「開」ソフトテニス ◯ 午前「開」バレーボール・卓球（サブ） ◯ 午前 大和町スポーツ少年団ス
ポーツ教室

◯
午後 貸切

◯ 午後 ◯ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ◯ 午後「開」バドミントン ◯ 午後「開」バドミントン・卓球（サブ） ◯ 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「開」バスケットボール ◯ 夜間 貸切 ◯ 夜間「開」バドミントン ◯

“スタインウェイ”のピアノ
体験申込受付開始日

杉元太スプリングピアノコンサート
チケット一般販売開始日

杉元太スプリングピアノコンサート
チケット友の会先行販売開始日

生涯学習カレンダー
2021 １ ●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、室内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。

　※個人・団体での練習または大会準備は「貸切」と掲載しています。
②トレーニング室予定
　◯印のある区分で利用できます。（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。講習会の受講申し込みは総合体育館まで）
※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。

問　生涯学習課　☎345-7508

生涯学習施設の利用について
　本カレンダーでは生涯学習施設の開放状況を掲
載していますが、新型コロナウイルス感染症の状
況により休館となる場合があります。
　ご利用の際は、町ホームページなどで開放の状
況をご確認ください。

ホームページ：
URL：https://www.town.taiwa.miyagi.jp
/soshiki/soumu/9367.html

　丑 ( 仙台市・堤人形 )

問　生涯学習課　☎345-7508 問　原阿佐緒記念館　☎346-2925

ミニ企画展

　今年の干支である「丑」に
ちなんで、加藤陸奥雄コレク
ションの中から日本各地の
「牛」に関する郷土玩具を展
示します。

「丑～加藤陸奥雄コレクションより～」
うし

◆ 会期　１月８日（金）～18日（月）
◆ 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

令和２年度原阿佐緒記念館企画展　

会　　期：～３月31日（水）
開館時間：午前９時～午後４時
会期中の休館日：月曜日 ( 祝日の場合翌日 )、 
                        １月１日（金）～１月４日（月）
所 在 地：大和町宮床字八坊原 19 番地の２
入 館 料：有料

「近代短歌と女性歌人」

第  　回大和町まほろばの風景「七ツ森」展26
　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。

問い合わせ先：まほろばホール　☎344－4401

　　第 25 回受賞作品
　　絵画小中学生の部
　　まほろば大賞
　　「故郷の守護神七ツ森」
　　吉田小学校６年生
　　　　　碓井　陽菜さん
※学年は受賞時のものです。

◆会　期　１月31日（日）～２月14日（日）
　　　　　※２月２日（火）休館日
◆時　間　午前９時～午後４時30分
　　　　　※最終日は正午まで
◆表彰式　２月７日（日）　午前10時～
◆会　場　まほろばホール



子育てを考える
シリーズ 家庭教育支援館

77
親子のふれあい
が成長の出発点

　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、周りの多くの方に、子育てのヒントをお届けします。
　今回は宮城県教育庁教育企画室より発行されている『川島隆太教授と考えるうちの子の未
来学～「三つ子の魂 百まで」を脳科学がひも解く～』から抜粋してご紹介します。
　コロナ禍でのお正月、家族で過ごす時間についてじっくりと考えてみましょう。

出典：『�川島隆太教授と考えるうちの子の未来学～「三つ子の魂　百まで」を脳科学がひも解く～』　宮城県教
育庁教育企画室

　昨年修理したまほろばホール自慢のピアノ”スタインウェイ”（大ホール常設）の弾
き心地を体験してみよう。

問　生涯学習課　☎ 345-7508

●総合体育館開催プログラム●

かんたんエアロ

ミズノLALALA健康プログラム

かんたんなエアロビクスのステップを組み合わせて身体を動
かします。

体力・筋力アップを目指したミズノオリジナルプログラム。
グッズを使って楽しく体を動かしましょう。

日  　 　時：１月18日（月）・25日（月）　午後７時30分～８時30分
会　  　 場：大和町総合体育館　サブアリーナ
参　加　料：１回550円（税込み）
　　　　　　※当日券売機にてお支払いください
対　　　象：一般男女
定　　　員：20人（定員になり次第締切）
持　ち　物： 室内履き・運動しやすい服装・飲み物・タオル・ストレッ

チマット
申 込 締 切：開催日前日

日　　　時：１月18日（月）　午前10時～11時
会　　　場：総合体育館　研修室または柔道場
参　加　料：１回550円（税込み）
　　　　　　※当日券売機にてお支払いください
対　　　象：一般男女
定　　　員：６人（定員になり次第締切）
持　ち　物： 室内履き・運動しやすい服装・飲み物・タオル
申 込 締 切：開催日前日

申・問　総合体育館　☎346-2178（火曜日休館）

名だたる音楽家たちに愛され続ける世界最高峰のピアノ

“スタインウェイ”のピアノ体験♪♬

文化財防火デー

文化財防火訓練

会　　場：まほろばホール　大ホール
日　　程：２月28日（日）・３月１日（月）・３月３日（水）
時　　間：１枠目　午前10時30分～ 11時20分
　　　　　２枠目　午後１時～１時50分
　　　　　３枠目　午後２時10分～３時
　　　　　４枠目　午後３時20分～４時10分
料　　金：１枠（50分）当たり1,000円
申込期間：１月13日（水）～２月19日（金）
申込方法： まほろばホール窓口または電話にて希望する時間を予約（先着順）

し、申込書に必要事項を記入のうえ、料金を添えてまほろばホー
ル窓口まで提出してください。

申込条件： 小学生以上のピアノ経験者（小学生は保護者同伴）で大和町在住ま
たは勤務している方

公 演 日：３月７日（日）
時　　間：午後３時開演　（午後２時30分開場）
会　   場：まほろばホール　大ホール
料　　金：友の会　1,500円  一般　1,800円
　　　 　  ※全席指定　当日各300円増
発 売 日：友の会先行　1月13日（水）午前9時から
　　　　  一般販売　　1月20日（水）午前9時から
販 売 所：まほろばホール窓口

　よく響き、澄み渡る最高峰のピアノ「スタインウェイ」で世界的ピアニストが
奏でる旋律に耳を傾ける午後のひと時を過ごしませんか。
　皆さんのご来場をお待ちしております。

【プロフィール】
・宮城県東松島市出身
・世界的コンクールで数々の賞を受賞
・2020年から東松島ふるさと復興大使に就任

※小中学生は無料となりますが保護者の同伴をお願いします。
　未就学児の入場はお断りしております。来館時はマスクを着用してください。

「杉元 太スプリングピアノコンサート
PR動画」

モーツァルト：きらきら星変奏曲　ハ長調　Ｋ.265
（W.A.Mozart:12 Variations in C Major on ah vous
　　　　　　　　　　　　　　　　　 dirai-je maman K.265）
ショパン：バラード第１番　ト短調　Ｏｐ.23
（F.Chopin:Ballade No.1 in G Minor Op.23）　他

【プログラム】　（曲目は変更になる場合もあります。）

災害から守ろう文化財

　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。

　町では、１月 30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、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。

   初期消火訓練

  放水訓練

　幼児は、成長とともに、活動する世界がぐんぐん広がっていくため、旺盛な興味・
好奇心と同時に、大きな不安も抱えています。
　その不安を解消するためにも、親は子どもの緊急避難基地になれるよう親子で
しっかりとふれあうことが大切です。親子のふれあいによる安心感・満足感があ
るからこそ、そこを出発点として、積極的に人や物事にかかわっていくことがで
きるようになります。

　まだ、言葉を話せない乳児期であって
もお父さん、お母さんの声は、しっかり
と聞き分けて脳を刺激します。
　親子一緒のときは、なるべくたくさん
「声がけ」をしましょう。

　話し言葉を聞く、親との対面型コミュ
ニケーションをとることで、子どもの感
情や情動に関わる「心」の脳を強く刺激し
ます。

　ほめるタイミングも大切です。
子どもが何か作業した瞬間に
「あっ、ちゃんとできたね。」この
一言で、思考の脳をさらに強く
刺激します。

まずは、お子さんと向き合ってみましょう！

ふれあいによる脳への刺激
乳児期でも「声がけ」は、
　大切な親子のコミュニケーション。

子どもとの会話を大切にしましょう！

子どもをほめる声がけを
しましょう！

Tetsuro�HiranoC

問　まほろばホール　☎344-4401主催：大和町文化振興協会 問　生涯学習課　☎345-7508

申・問　まほろばホール　☎344－4401

杉元  太
　スプリングピアノコンサート

すぎ   もと　       だい

主催：大和町文化振興協会

最高峰のピアノで世界的ピアニストが奏でる旋律


