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後藤 哲

６月２６日（日）の健康ウオークで地域めぐりには、２２名の参加をいただき、市立津山公民館
から紅花畑を散策する４ｋｍコースで実施しました。貫津地区の紅花は、つぼみが多く、開花は間
近のようでした。サクランボ収穫の時期であり、途中、農園管理者からおいしいサクランボをいた
だきました。後半は、上貫津集落センターを会場に、
大山るり子先生の御指導のもと、ハンカチの紅花染
めにチャレンジ。鮮やかな紅花ピンクの中に思い思
いのデザインが浮き出ました。その後、天童駒ガイ
ド様より、紅花染め会場隣の昌林寺の歴史につい
て、説明をいただきました。
７月１８日（月・祝）、スポーツセン
ター杯３×３バスケットボール大会が
市バスケットボール協会の協力のもと、新型コロナウイルス感染対策を行いながら実施しました。
県内外から１６チームの参加があり、４ブロックに分れて日頃の練習の成果を発揮していました。
オープニングでは、スポーツセンターチアダンス教室の子供達が、可愛いダンスを披露し、大会
に華を添えました。大会結果は次の通りです。
★優勝チーム★
A ブロック「佐藤組のしもべ達」
B ブロック「電波４中」
C ブロック「ブランク」
D ブロック「GSW」

＝イベントの御案内＝
ホームゲーム予定表を毎月事務室受付に掲示しています。３ ◆8 月 28 日（日）
日前からチームカラーのシャツを着用しています。皆さんもぜ 初心者ダブルステニス大会
ひブルーのシャツを着てスタジアムに応援に行きましょう！！ 男子・女子・MIX のペアが一緒に試

合を行います。初めて大会に参加す
る方大歓迎です。
◆９月１１日（日）
健康ウオークで地域めぐり（第４回）
『織田藩の歴史を訪ねて苔玉つくり体験』
受付は８月１６日（火）からです。
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海老

洋一

当館では毎年、
「来館者とのふれあい事業」として、企画展等の展示している内容やキャプション
では紹介しきれない情報・魅力等について、皆様に少しでも理解していただけるように、講演会や
ギャラリートーク、ワークショップ等を、企画展のテーマをふまえて計画しています。しかし、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響でここ２年ほど、開催を見送っていましたが、今年度は下記の
ような「来館者とのふれあい事業」を、感染症予防対策を講じながら開催しましたので紹介します。

企画展１ 「天童と将棋の振興」 ワークショップ

令和４年６月４日（土）開催

将棋駒生産日本一の天童駒について、これまでの駒づくりの歩みとともに、守り続け
ている伝統や魅力について､「市内の小学生のみなさんにも学習してほしい。」と願い、計画した
ところ、天童市内の小学生２６名と保護者の方々に参加をいただき、開催することができました。
講師は天童駒書き師の坂本江芳先生にお願いしました｡自分の苗字や名前を書いた子供達が多く
いましたが、その他にも「天童」・「永遠」・「勝」・「花」等と書いた子供もいました。一人一人が
思いを込めて集中して、真剣に取り組んでいた姿がとても印象的でした。

小学生

保護者の方から寄せられた感想です。

親子共々、楽しみました。きれいに仕上がり、ランドセルにつけて登校してお
ります。将棋の街ならではの企画、なかなか他では体験出来ませんので、これか
らもこのような企画を是非続けてください。娘の感想は、「書き駒は初体験だっ
たので、文字のバランスをとったりするのが難しかったけれど、楽しく作れたの
でまたやりたいと思いました。」とのことでした。ありがとうございました。
少数の人数で落ち着いてゆったりでき、また丁寧に教えていただき楽しく出来たそ
うです。地元の伝統工芸にふれる良い機会でした。
「龍の字がカッコいい!」と上機嫌
でした。今回の経験は我が子の自発的な行動力につながりました。

企画展２ 「天童と廻国巡礼」 ギャラリートーク

令和４年７月２日（土）開催

天童市文化財保護審議会委員、天童郷土研究会会長野口一雄さん
と日本石仏協会会員、村山民俗学会の市村幸夫さんのお二人による
ギャラリートークを２１名の参加者のもと、開催しました。
「六十六
部廻国巡礼は世界に類を見ない謎の多い巡礼である。」ということか
ら、巡礼の種類や六部の歴史の紹介とともに、江戸時代より安寧を
求め、深い願いを胸に巡礼した行者の厚い信仰心、さらに、納経帳をはじめとする数々の資料につ
いて、「ここぞ！」という見どころ等を話していただきました。
おい
特に天童貫津結城家に伝わる「行者快順」の納経帳と笈、実家が
小路にあったと思われる「喜平治」の死を知らせる九州からの書簡、
さらに山形市飯塚町岩田家の「行者休造」の史料は必見です。９月
４日（日）まで開催しておりますので、ぜひご来館ください。
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阿部 誠司

８月１４日（日）まで、子ども達に大人気のアイロンビーズ体験ができる体験
美術館を開催します。予約制となっていますので、希望日の前日までにお電話で
お申込ください。また、８月７日（日）にはナイトミュージアムを開催。午後８
時まで開館時間を延長し、午後６時以降は入館料が無料となりますので、ぜひ、
収蔵品展や映画鑑賞をお楽しみください。
宮西達也さんの大ヒット絵本「ティラノサウルス」シリーズのアニメーション映画を
上映します。
【上映作品】 『あなたをずっとあいしてる』（上映時間８２分）
【日
時】 ８月７日（日）午後６時から上映
【定
員】 ５０名 ※８月２日（火）から美術館受付で整理券を配布します。

生誕１００年記念

斎藤真一展

８月１８日（木）～９月２５日（日）

斎藤真一は、岡山県倉敷市に生まれました。代表作は、目の不自由な女性
の旅芸人「瞽女（ごぜ）
」を描いたシリーズで、丁寧な取材をもとに、瞽女の
心の中にある色彩や情景を描きました。また、明治吉原など失われた日本文
化を記録し、そこに生きた人々の姿を伝える作品としても高く評価されてい
ます。本展では、初期から最晩年までの作品を展示し、斎藤芸術のすべてを
紹介します。
８月２１日（日）１４時～ ギャラリートーク

《瞽女の旅》
吉野石膏コレクション
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川尻

麻紀子

原爆写真展「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間展」
８月６日（土）～１５日（月）
今年も平和を伝える会による原爆写真展が行われます。この展示会は、「戦争の悲惨さと平和
の大切さを広く市民に伝えたい、特に子ども達や若い世代の方に見てほしい」という願いから、
毎年同じ時期に天童市立図書館の第１会議室のほか、天童最上温泉ゆぴあや天童市役所で開催さ
れています。初日である８月６日（土）９時３０分からは、図書館入口で開会式が行われる予定
です。この機会にぜひ今一度、平和について考えてみてはいかがでしょうか。

本のリユース市

受付：８月 1 日（月）～８月２５日（木）
開催：８月２７日（土）～９月４日（日）

「本の交換市」「本のリサイクル市」が一つになってリニューアルしました！これまでと変わ
らず、8 月 1 日（月）から２５日（木）まで、ご家庭で読まれなくなった本もお預かりいたし
ます。こちらで集まった本と、図書館で除籍された本を一堂に展示！お一人５０冊まで無料でお
持ち帰りいただけます。大切に読んだ本を次の読書家へ。そして新たに掘り出し本をお迎えしま
しょう！
※本のリユース市初日は混雑が見込まれるため、９時から１１時までは入場制限を設けます。入
場整理券は８月１９日（金）から、カウンターまたはお電話にて受付いたします。
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リユース本受付～8/25

原爆写真展～8/15

7

日

ナイトミュージアム
宮西達也「あなたをずっとあ
いしてる」18:00

8

月

休館日

9

火

休館日

ま：健康センター

ミニ企画展 写真で振り返る
天童史（明治・大正時代）

10 水
11 木

ドリームキッズＵ-15トライ
アウト

12 金

東北チャンピオンズ少年サッ
カー大会

13 土
14 日

体験美術館

最終日

15 月

休館日（展示替え）

16 火

休館日（展示替え）

17 水

休館日（展示替え）

18 木

生誕100年記念
～9/25

休館日

休館日

休館日
休館日

斎藤真一展

第３木曜日はBGMを変えて
ま：寺津小-清幸園-南部小
リユース市整理券受付

19 金
県少年少女スポーツ交流大会
（ミニバスケ、軟式野球）

20 土
21 日
22 月

くまさんのおはなしかんづめ
11：00～

ギャラリートーク14:00
休館日

休館日

ま：成生小-明幸園-北部小

23 火

ま：蔵増小-久遠の家-はなこ
とば-歴史館

24 水

おはなしの会11：00～

25 木

ま：干布小—つばさ原町—中里
公

26 金

ま：荒谷小—荒谷公—中部小

27 土

秋季東北地区高校野球村山地
区予選会（一次）

本のリユース市～9/4

28 日

スポーツセンター杯社会人ダブルステニス大会・
森杯バドミントン大会・市剣道夏季錬成大会

ライブラリーカフェ

29 月

休館日

休館日

ま：健康センター

30 火

ま：津山小—山口公—山口小—
ラ・フォーレ

31 水

ま：高擶小—堀端公—長岡小
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24
～8/14
体験美術館
8/18～9/25
生誕100年記念

26

斎藤真一展

7/2～9/4
天童と廻国巡礼（企画展）
8/10～11/13
写真で振り返る天童史
ー明治・大正時代ー
（ミニ企画展）

30

30

30
※ま・・・まいづる号BM（まいづる
号）巡回時間は、各小学校、公民
館でご確認ください

