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■「喜多流公演」チケット発売中

●日時　２月11日（日）
　　　　13:30開演（12:30開場）
●演目
①喜多流能「野守・居留」佐々木多門
②和泉流狂言「寝音曲」深田博治
●入場料
　正面補助・脇正面指定席5,500円、
脇正面補助席5,000円、自由席4,500円、
学生席3,000円、小・中学生無料（申
し込み順10人程度）
●チケット取り扱い　碧水園
（自由席のみ：中央公民館、白石喜
多会会員）

■平成30年度図書館ボランティア大募集
　子どもや本とふれあいながら、よ
りよい図書館活動にご協力頂ける方
を募集します。
　興味のある方は、お気軽に図書館
までお問い合わせください。
●ボランティアの種類
①読み聞かせボランティア
　図書館・幼稚園・保育園などで、
本や紙芝居の読み聞かせをします。
②書架整理ボランティア
　書架・図書の整理を行います。
③図書館支援ボランティア
　図書館前の花壇やプランターの整
備、環境美化などを行います。
●対象者　健康で、おおむね月１回
以上の活動ができる18歳以上の方

ボランティア登録説明会
　登録希望の方はご参加ください。
●日時　１月25日（木）14:00～
●場所　図書館２階文化室
■返却ポストを一時休止します
●期間　１月４日（木）9:00まで
■郷土を知るブックトーク開催
　今回のテーマは「白石あだ討ち
噺
ばなし

」と「戊辰戦争と白石」です。こ
れを聞けば新たな郷土が見えてく
る。そんな本の紹介と楽しいお話で

１月の休館日　１～５・８・15・22・29日　☎26-3004
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

図書館 開館時間　火・金・土・日曜日　9:00 ～ 17:00
　　　　　水・木曜日　9:00 ～ 19:00

http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/32

情報センターアテネ 開館時間　火～日曜日　9:00～17:00

す。ご来場お待ちしています。
●日時　１月13日（土）14:00～15:00
●場所　図書館２階文化室
●対象　中学生以上
※申込不要・入場無料
■リサイクル本を提供します
　図書館での活用を終えた本を１人
10冊まで無償で提供します。
　雑誌・実用書などが対象です。ど
うぞご利用ください。
●期間　１月20日（土）～２月１日（木）
■今月のこまくさ号（日時・場所）
①１月16日（火）
　�9:40～10:10　観音崎住宅
　10:20～10:50　寿山南公園前
　11:10～11:40　ヤマザワ白石北店
②１月17日（水）
　13:55～14:15　越河駅前
④１月19日（金）
　13:40～14:10　斎川中央集会所前
■１月のおはなしひろば
　楽しいお話を聞きに、ぜひお越し
ください。
●日時
・児 童 向 け　１月11日（木）15:30～
・乳幼児向け　１月13日（土）10:30～
●場所　アテネ２階絵本コーナー
●内容　紙芝居や絵本の読み聞かせ

１月の休館日　１～５・８・15・22・29日　☎22-1500　 22-1502

※定員を超えたコースは抽選などで調整しますので、あらかじめご了承ください。
※テキストは当日、講習会場で貸し出します。

■パソコン講習会
●申込締切日
・１月分　１月10日（水）
・２月分　２月10日（土）
●場所　アテネ１階講習会場

●申込方法　アテネ備え付けの申込
用紙で申し込みください。申込用紙
はアテネホームページからダウン
ロードできます。
※�詳しくはお問い合わせください。

パソコン講習会　１月・２月日程表
コース名・時間 １月 ２月 定員・受講料 内　　容

Wordコース 
（６時間）

9:30
～

16:30
21（日） ７人 2,000円

Word2013の基本のコースです。
文字の入力、文書の作成や編集、表の作成、
画像の挿入、保存や印刷を学びます。

Excelコース 
（６時間）

9:30
～

16:30
24（土） ７人 2,000円

Excel2013の基本操作のコースです。
初めてExcelを使う方を対象に、表の作成
や編集、グラフの作成・データベースの
並べ替えを学びます。

■クリスマスを探偵と
　伊

い

坂
さ か

幸
こ う

太
た

郎
ろ う

　文　
　マヌエーレ・フィオール　絵
　河出書房新社
　舞台はドイツ。探偵カール
がクリスマスの夜に出会った
謎の男とは？　伊坂作品の
エッセンスがすべて凝縮され
た、心温まる聖夜の奇跡の物
語です。

■「ウルトラマン」の熱い熱い名セリフ
　東邦出版　編　
　円谷プロダクション監修
　東邦出版
　初代からメビウスまで、ウ
ルトラマンシリーズで描かれ
た「困難な世界」を生き抜く
人々の、胸に刺さる100の名
言を紹介。サブタイトル「照
れくさくて口には出せない
が、ピンチのときに思い出し
たい」。そんな名セリフ集です。

児童書

■きみ、なにがすき？
　はせがわさとみ　作　あかね書房
　あなぐまが、庭でともだち
のすきなものをつくりたいと
考えます。でも、思いつくの
はともだちが持っていて…。
ともだち思いが空回りするあ
なぐまが、やさしい言葉に救
われるお話です。

■まるタンクとパイプのひみつ
　みずのよしえ　作　いづのかじ　絵
　偕成社（ねこの風つくり工場３）
　町の大通りから少し離れた
小高い場所に、小さな風つく
り工場があります。そこでは
町のねこたちが、つぎの日に
町に吹く風をつくっていま
す。おてんばななこのいたず
らの話など、３話が収録され
ています。

■お題は「犬」の川柳展
　あしたば川柳講座生の作品をご覧
ください。
●期間　１月４日（木）～31日（水）
■「あしたば白石　新春川柳会」
　作品大募集！
　心が和むような、ちょっと笑える
ような、ジーンと胸に響くような、
生活をすっぱ抜くような川柳を、気
楽に考えてみませんか？
　お題は「熱」か「猫」です。どち
らの題でもよいので１人２点まで。
●応募期間　１月４日（木）～31日（水）

■フリーマーケットに参加して
　みませんか！（第４土曜日）
　いきいきプラザでは、毎月第４土
曜日に１階マーケット広場にてフ
リーマーケットを行っています。出

あしたば白石 １月の休館日　１～３・７・８・14・21･28日
☎25-5095・25-6593　 25-5095

古典芸能伝承の館
「碧水園」

１月の休館日　１～３・９・15・22・29日
☎・ 25-7949

■舞台清め式・舞台びらき

　一年の初めの清め式。厳粛な神事
とおめでたい神

か

楽
ぐら

や餅まきの伝統行
事をお楽しみください。また、伝統
芸能である日本舞踊や琴などの披露
もあります。
●日時　１月７日（日）
　　　　13:00～　舞台清め式
　　　　13:30～　榊

さかき

流大町神楽ほか
■「新春茶会」（表千家）
　新年１回目のお茶会「初釜」で
す。お抹茶で新春気分を盛り上げて
みませんか。気軽にお出掛けくださ
い。初めての方もぜひどうぞ。
●日時　１月21日（日）10:00～15:00
●お茶券　700円（子ども300円）

店への参加者も募集していますの
で、ぜひ一度お立ち寄りください。
●日時　１月27日（土）8:30～12:00
●出店料　無料（野菜販売のみ手数
料160円）

１月の休村日　１～３・10・17・24・31日
（１月２日こけし初挽きの間は開村。
ただし本館への入館はできません）
開村時間　9:00～16:00　☎26-3993
■弥治郎こけし初挽

び

き
　毎年恒例の正月行事です。弥治郎
こけし村内こけし神社前で、弥治郎
系の佐

さ

藤
とう

裕
ゆう

介
すけ

工人が初挽きを行いま
す。第１駐車場は、リノベーション
工事のため閉鎖していますので、第
２駐車場をご利用ください。皆さま
のご来場をお待ちしています。
●日程　１月２日（火）10:00～
■雛の宴展
　春を告げる愛らしい素朴

ぼく

な雛こけ
しを多数展示・即売します。地元弥
治郎系工人ほか、東北各系統工人の
作品が勢ぞろい。木肌がやさしく、
ぬくもりいっぱいの「おひなさま」は
「こけし」とはまた違った魅力があり
ます。
●期間　２月３日（土）～３月３日（土）
■リノベーション工事のため本館

へは入館できません
　イベント広場に設置している仮設
店舗にてこけしの展示販売を行いま
す。工房も通常どおり営業を再開い
たしますが、常設展示は工事終了後
再開します。
■こけしの絵付け体験実施中！
　（完全予約制）
　リノベーション工事に伴い、こけ
しの絵付け体験は、各工房にて行いま
す。１回につき２人程度まで体験でき
ます。予約状況により体験できない場
合がありますのでご希望の方は、事前
にお電話にてお問い合わせください。
●絵付け料　700円（木地代含む）

弥治郎こけし村

●応募方法　住所、氏名、電話番号
を記入のうえ、持参するか、はがき
またはファクスで受け付けます。
　〒989-0246　白石市新館町21-1
　「あしたば白石　川柳係」まで
※作品は、２月１日～28日のあした
ばミニ美術館に掲示し、来館者50
人に選句してもらいます。上位５
人の方へ記念品を贈ります。
※入選作品の発表は、３月６日にあ
したば白石のホームページ

　（http://www.ashitaba-shiroishi.jp）
　と、同館ロビーに掲示します。 壽丸屋敷

１月の休館日　１～３日
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）
■すまiるひろばでお雑煮餅の振る舞い
●日時　１月12日（金）10:30～
無くなり次第終了（100食限定）
●内容　塩分控えめのお雑煮を「軽
トラ市初売り」に合わせて振る舞い
ます。

いきいきプラザ １月の休館日　１～３・８・15・22・29日
☎ 22-1635　 22-1636
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※子育て支援センターやファミリー・サポート・センターなどの子育て情報
を14ページに掲載しています。 施設案内


