公民館だより

▲完成イメージ

講
座
▲パワースポットで益々元気に！

月の予定》
▲お部屋に飾るのが楽しみ！
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リースを作りました。初めて
のグルーガンという道具に戸
惑う方もいましたが、参加者
同士で相談しながら、制作を
進め、皆さん素敵なリースが
出来上がりました。

《
12

方 が 参 加 し ま し た。 今 回 は、
塩竈神社を散策したほか、海
鮮せんべい工場を訪れました。
塩竈神社では、菊祭りが開催
されていて、立派な見応えあ
る菊が多数展示されていまし
た。天候にも恵まれ、紅葉で
色づき始めた木々と境内の美
しい景色を楽しみました。

性

●５日（日）
クリスマス会
● 日（日）
女性講座
ボタニカルしおりづくり
● 日（火）
豊齢者大学
ディスコンクラブ
12

参加者募集中！７日まで

月半ばにチラシを全戸配
布しています、 月 日開催
のレジンを使った
「ボタニカ
ル し お り づ く り 」の お 申 込 み
は、 月７日までです。ご興
味のある方は、ぜひお申込み
ください。
12

女

クリスマスリースづくり開催

月 日に、もりのわ工房
の井上さんを講師に招き、ク
リスマスリースづくりを開催
しました。町で採れた素材も
使いながら、ハーフタイプの
23

14

12

▲仲間と協力してオリジナルピザが完成！

11

11

レクリエーションゲームを教
わったほか、ニュースポーツ
のボッチャにも挑戦しました。
参加した中学１年生の９名は、
今回の研修を通してジュニ
ア・リ ー ダ ー の 役 割 や、 先 輩
方の地域での活躍について学
び、興味を持って積極的に取
り組んでくれました。今後も、
地域で活躍の場を広げてくれ
ることを期待します。

17

石田

12

豊齢者大学移動研修会

月５日に、豊齢者大学の
移動研修会を開催し、 名の
11

℡ 37−
37−2195

青少年指導者（兼ジュニ
ア・リーダー初級）研修

月３日に、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で８月
から延期していた研修を実施
しました。当初は、キャンプ
で 一 泊 二 日 の 予 定 で し た が、
内容を変更し日帰りでの実施
となりました。この日は、段
ボールでピザ窯を作り、生地
からピザを手作りして食べま
し た。 ま た、 ぽ っ ぽ 組 か ら、
11

いし だ

こんにちは！

地域

ひろやす

浩康 隊員

こんにちは。地域おこし協力隊の石田です。七ヶ宿町の地域おこし
協力隊になり、早いものでもう２年半以上が経過しました。自分は今
年度で地域おこし協力隊が最後ということで、休日は七ヶ宿町の写真を
撮ったり、長老湖でSAPをしたり、不忘山に登ったりと七ヶ宿町を楽し
みながら協力隊の活動をしていました。11月６日、７日と窯出し陶器市を
です
無限陶房の工房内で開催していました。紅葉が見頃の時期だったということも
あり沢山のお客さんに来ていただき、七ヶ宿焼の話も含めつつ七ヶ宿町のことを紹
介することができました。
無限陶房では、12月11日から19日の期間に
白石市の壽丸屋敷で開催する「第3回 壽丸屋敷
東北七ヶ宿焼展」の準備をしています。是非お
越しいただけたらと思います。
紅葉も終わりこれから雪が降る季節ですが、
前シーズンから始めたスノーボードが楽しみで
す！残りの期間もよろしくお願いいたします！

おこし
協力隊

マ

ケル の
イ
お はなし

Reflections
I have been working as an ALT in Shichikashuku
for one year and three months now. I have seen
many changes in this short amount of time.
The children grow so quickly. They are already
much taller, and their faces are changing too.
Outside the teachers office in the elementary
school, there are photos of the children when
they were younger. Looking at the photos I
realize how small changes each day become
great changes over time.
Studying English is a difficult challenge for
students. The junior high school students learn
many new concepts each week. The English
teacher, Funayama Sensei, instructs them
well. They will use what they learn to test into
high school. Takahashi Sensei is helping the
elementary students improve their English with
simpler concepts. The preschool students are
being introduced to English, the teachers there
are great.
I look forward to seeing how the small steps
they take each day will contribute to their
growth in the future.

振り返り
七ヶ宿でALTとして1年3 ヶ月働いていま
す。私はこの短い時間の中で多くの変化を見
てきました。
子供たちはとても早く成長します。彼らは
すでに身長が高く、顔も変化しています。小
学校の教職員室の外には、幼い頃の子供たち
の写真があります。写真を見ると、毎日の小
さな変化が時間の経過とともに大きな変化に
なっていることがわかります。
英語を勉強することは学生にとって難しい
挑戦です。中学生は毎週たくさんの新しい英
語を学びます。英語の先生である、舟山先生
はよく教えてくれます。彼らは学んだことを
用いて高校に入学します。高橋先生は、小学
生がより簡単に英語を上達させるお手伝いを
してくれます。保育所の子供たちは英語に触
れており、そこの先生方は素晴らしいです。
日々の小さな
成長が将来の彼
らの成長にどの
ように役立つか
楽しみにしてい
ます。
広報しちかしゅく No.731
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