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企画展 其の三

『天童愛宕神社至宝展』開催中！
９月２３日（金）から１２月１７日（土）まで、企画展「天童愛
宕神社至宝展―よみがえる古の神社―」を開催中です。本展では初
公開となる、愛宕神社の幣殿に施されていた３２点の彫刻物を会場
に展示しております。
寛文１２年に京都で制作され愛宕神社に奉納された彫物は、動物
や植物、空想上の生物たちが、当時の職人の高度な技術により魅力
的で躍動感にあふれた非常に力強い作品として表現されたものです。
彫刻を始め、会場には天童市指定文化財である『棟札』
（慶長８年・
かがみしこう

寛文１２年）や幣殿の飾りである『幡』、芭蕉十大弟子各務支考が記
した『愛宕山眺望』
（山形県立博物館蔵／※１１月２２日までの期間
限定展示）等、お借りした数々の至宝を一同に公開しています。
普段は舞鶴山の山頂にある愛宕神社
の史料を資料館で鑑賞することができ
る貴重な機会です。みなさんお誘いあ
わせの上、ぜひお越しください。

〈イベントの様子〉
今回の企画展のオープニングイベント
として、９月２３日（金）１０時から、
ギャラリートークを開催しました。講師には天童市文化財保護審議会委員・天童郷土研究会会長で
ある野口一雄さんをお迎えし、
『〝再発見″京彫物師作品大量公開』をテーマに、当日２３名の参加
者のもと、講演いただきました。参加くださった皆さんは、会場の展示資料や見どころなどの説明
を受け、天童愛宕神社の歴史について理解が深まる機会となったようです。

『東北文化の日』
入館料割引
１０月２９日（土）
・３０日（日）の 2 日間、
当館では『東北文化の日』関連イベントとし
て入館料が割引になります。
ぜひお得なこの期間に資料館へ足をお運び
ください。
※１０月３１日（月）休館日となります。

歴史館からのお知らせ

『資料の燻蒸』実施します
今年度の資料の燻蒸作業のため、１０月１８
日（火）から２１日（金）までの期間中、臨時休
館となります。対象期間中は資料館・城山公園内
の一部エリアを安全確保のため立入を制限し、
２２日（土）から開館します。
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〉〉１０月から始まる教室＆イベントをご紹介！
アリーナでやってみよう運動あそび教室（全５回）
遊びを取り入れながら小学生を対象に運動能
力の向上を図ります。

ソフトバレーボール教室(後期・全２０回)
ソフトバレーボールを楽しみながら健康維
持・増進を図ります。

◆ストレッチ＆リズム運動教室(後期・全１５回)
骨格と筋肉を意識したストレッチで全身のバ
ランスや筋力アップを図ります。

◆脂肪燃焼エアロビクス教室(後期・全２４回)
音楽に合わせダンスをすることで心肺機能の
向上と脂肪燃焼を図ります。

◆筋力トレーニング教室(後期・全１２回)
筋力トレーニング（自重トレーニング）やバラ
ンスボールを使い筋力アップを図ります。

鮮やかに紅葉色づく舞鶴山を巡り、秋の雰囲
気を感じた後は書き駒を体験し将棋の町天童
の文化に触れます。

９月１９日
敬老の日、新企画のリレーマラソン大会が開催され、秋晴
れの中、８チーム約５０名のランナーが襷を繋ぎました。参
加者は、企業のチームから小学生から８０才までのランニン
グチーム、テニス、バレーボールチームと多彩な顔ぶれとな
り、なかには、ハロウィンの仮装チームもあり、会場を盛り
上げてくださいました。
なお、優勝は Jr．スターA チームでした。皆様大変お疲
れ様でした。

小アリーナ・武道場（第一・
第二）
・会議室の貸出制限に
ついて
上記施設の照明の切り替え（LED
化）工事により１１月１日から下
旬頃まで貸し出しができません。
ご理解、ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
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図書館文化祭
１０月３０日（日）図書館文化祭を開催します。事前申し込みが必要なイベントもありますの
で、お早目にお申し込みください。
【本の福袋】
本との出会いも一期一
会。テーマに沿った本を
セットにして、貸出専用
の福袋をご用意いたし
ます。

【大人の朗読会】
朗読集団『さんの会』
による藤沢周平作品、
半藤一利作品を公演い
たします。ピアノ弾き
語りやリフレッシュ体
操があります。

【映画上映】
『ネコナデ 劇場版』
【ライブラリーカフェ】

【検索機ＯＰＡＣ
使い方講座】
検索・予約・メール登
録・パスワード変更な
ど、図書館を使いこな
こなそう！

【まいづる号展示】

第１０回図書館落語会
お馴染みの魚々亭麦酒さん・錯乱坊双極さんに
よる演目 3 席のほか、タカ＆ヒロのマジックあり、
今回もたくさんの笑いをお届けします。
大変人気のイベントとなっています。参加ご希
望の方は、お早めにお申し込みください。
★日 時 １０月１６日（日）１４:００開演
★定 員 ２５名
★申 込 １０月１日（土）９:００から

ハロウィーン仮装 de 図書館
仮装して来館すると、音声付きの記念写
真をプレゼントします。
★日 時 １０月２２日（土）
１０:００集合
★対 象 １２歳以下
★定 員 ２０名
★申 込 １０月１日（土）９:００から
また、本を借りる際「Trick or Treat!」
と声をかけると、お菓子をプレゼントしま
す。（先着１００名）
編集 阿部 誠司

絵本原画を展示する企画展
「五味太郎作品展［絵本の時間］３」
を開催中です。※１１月２３日（水）まで

五味太郎作品の魅力は、
丁寧に描かれたシンプルな
かたちや、やさしい色づか
い、そしてリズミカルな言
葉の面白さです。会場には、
７作品の絵本原画を１００
点以上展示しています。五
味太郎ワールドを存分にお
楽しみ下さい。
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スポーツセンター

農業者トレーニングセンター

フェニックスバスケットボール大会・モー
ニング野球大会・少年少女スポーツ交流大

土

図

書

館

つちだよしはる絵本原画展～
10/10

会（ソフトボール競技）

フェニックスバスケットボー
ル大会

2

日

3

月

4

火

5

水

成生小学校５年生見学
（午前）

6

木

団体見学（午前）

7

金

いきいきふれあい健康福祉ま
つり

ま：荒谷小ｰ荒谷公-中部小

8

土

いきいきふれあい健康福祉ま
つり

原画展ワークショップ

9

日

休館日

休館日

ま：蔵増小-久遠の家-はなこ
とばｰ歴史館

ま：干布小ｰつばさ原町ｰ中里
公

スポレクフェスタ2022
（スイーツウオーキング）

10 月
11 火

ま：健康センター

休館日

ま ： 津 山 小 ｰ山 口 公 -山 口 小 -ラ
フォーレ

休館日

12 水

ま：高擶小-堀端公-長岡小

13 木
14 金

ま：寺津小-清幸園-南部小
県中学校新人体育大会南ブ
ロック）バドミントン競技

15 土

おはなしかんづめ

16 日
17 月

図書館落語会
休館日

休館日

休館日

休館日

ま：成生小-明幸園-北部小

18 火

休館日（燻蒸）

19 水

休館日（燻蒸）

20 木

休館日（燻蒸）

ま：干布小ｰつばさ原町ｰ中里
公

21 金

休館日（燻蒸）

ま：荒谷小ｰ荒谷公-中部小

22 土

天童アートロードワーク
ショップ

休館日

秋季県高校野球１年生大会

ハロウィーン仮装de図書館

23 日
24 月

休館日

休館日

ま：健康センター

25 火

ま：津山小ｰ山口公-山口小

26 水

ま：高擶小-堀端公-長岡小

27 木
28 金

ま：寺津小-南部小

29 土

東北文化の日

東北文化の日

私学野球大会

30 日

東北文化の日

東北文化の日

市卓球選手権大会・私学野球
大会

31 月
開館日数

備

考

休館日

休館日

26

22

9/29～11/23
9/23～12/17
五味太郎作品展[絵本の時間] 天童愛宕神社至宝展
３
ーよみがえる古の神社ー
（企画展）
8/10～11/13
写真で振り返る天童史
（ミニ企画展）

図書館文化祭
ま：成生小-明幸園-北部小

30

30

30
※ま…まいづる号
BM（まいづる号）の巡回時間
は各小学校・公民館でご確認
ください。

