
今月のおすすめの本
一般書
■ミッテランの帽子
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　訳　新潮社
　1980年代、パリ。ブ
ラッスリーに置き忘れら
れたミッテラン大統領の
黒いフェルト帽。大統領
が失くしたその帽子は、
手にした人たちの運命を
変えてゆく不思議な力を
持っていた。大人のため
の幸福な物語です。

児童書
■ゆきのひのだんまりうさぎ
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　作
　ひがしちから　絵　偕成社
　おしゃべりうさぎとい
っしょに暮らしたいなあ
と思った、だんまりうさ
ぎ。心を込めてばら色の
いすをこしらえ…。だん
まりうさぎとおしゃべり
うさぎの交流を描いた心
暖まる３編のお話を収録
しています。

■ ハニーのためにできること
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　絵　童心社
　おばあちゃんが亡くな
り、老犬のハニーを引き
取ることになったふた
ば。しかし、ハニーは重
い病気になってしまう。
ふたばは両親とともに看
護するが…。「命」を見
つめる物語です。

■チクチクトントン仲間た
ちの作品展

●開催期間　４月15日（月）
まで　10:00～16:00（最終
日は15:00まで）
●内容　トールペイント小
物、ナチュラル生地のポーチ・
ミニバック、柿渋染・手織り
のバック・ポーチ・マフラー、
一貫張りの展示販売

■第15回手づくりの市

●日時　４月20日（土）・21日
（ 日 ）9:30～16:00（ 最 終 日
は15:00）
●内容　白石を中心に活動し
ている手作り作家たちの作品展
問日
くさ

下
か

　☎080-1659-0411

■平成31年度碧水園主催講座
受講生募集！

　ほっと一息。碧水園で和の
心に触れてみませんか？
●受付期間　４月４日（木）～

14日（日）受付時間は、９:00
～17:00（休館日を除く）
●受講料　下の表のとおり
●申込方法　来館または電話
でお申し込みください。

■卯月の碧水園茶会
　（裏千家薄茶席）
●日時　４月７日（日）10:00
～15:00（受付14:30まで）
●お茶券　700円（子ども300円）

古典芸能伝承の館「碧水園」 ４月の休館日　１・８・15・22日
☎・ 25-7949

あしたば白石
４月の休館日　７・14・21・28
～30日
☎25-5095・25-6593

図書館

４月の休館日　１・５・８・15・22・29・30日　☎26-3004　 26-3505
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

開館時間
火・金・土・日曜日　9:00～17:00
水・木曜日　9:00～19:00
※アテネ絵本コーナー開館時間
　火～日曜日　9:00～17:00

壽丸屋敷
４月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株
式会社）

弥治郎こけし村
４月の休村日　３・10・17・
24日
開村時間　9:00～17:00
☎26-3993
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夫婦展
　新山 夫婦の名品の数々を
ぜひご覧ください！
●期間　４月28日（日）まで
■こけしの絵付け体験実施中！
　こけしの絵付け体験ができ
ます。自分だけのオリジナル
こけしを描いてみませんか？
●絵付け料　700円（木地代
含む、電動ろくろ使用の場合
は1,000円）

■ こどもの読書週間イベント
①おはなしひろば
●日時　４月20日（土）10:30～
●場所　アテネ２階絵本コー
ナー
②子どもの本大リサイクル市
　活用を終えた絵本・児童書
を１人10冊まで無償で提供
します。無くなり次第終了で
す。お早めにご来場ください。
※本を入れる袋などはご持参

ください。
●期間　４月20日（土）～５月
12日（日）
●場所　アテネ２階絵本コー
ナー
■ 利用者カードを作ろう！
　図書館で本を借りたり、ア
テネでDVDを見たり、借り
たりするには利用者カードが
必要です。
　利用者カードを作る時は、
運転免許証や保険証など住
所、氏名、生年月日が確認で
きるものを持参し「利用者
カード申込書」を記入してく
ださい。
※ 小学３年生以下は、保護者

の方が申込書を記入してく
ださい。

■ リサイクル市開催中です
　図書館で役割を終えた本を

無償提供しています。１人
10冊まで。ぜひご利用くだ
さい。
●会場　図書館２階ロビー内
常設リサイクル本コーナー
※４月６日（土）に本を入れ替

えます。
※本を入れる袋などはご持参

ください。
■４月のおはなしひろば
　楽しいお話がいっぱい！　
時間内の入退場は自由です。
小さなお子さん連れの方もお
気軽にお越しください。
●日時
・ ４月11日（木）15:30～
・ ４月20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
■今月のこまくさ号
　学校や施設のほかにも市内
を巡回しています。
●日時・場所
①４月９日（火）
 9:40～10:10　観音崎住宅
10:20～10:50　寿山南公園前
②４月10日（水）
13:20～13:40　越河駅前
③４月12日（金）
13:40～14:10　斎川中央集会所前

※あしたば白石「春の講座生募集」は、39ページをご覧ください。

講座名 開催日 対象・内容 講師 受講料
（教材費）

①子ども日本舞踊教室 第２・４土曜日 11:00〜12:00 ３歳〜中学生対象 若柳梅京　先生 年2,000円

②琴講座 第１・３土曜日 18:00〜20:00 子どもから大人まで、初心者歓迎！ 高橋朋美　先生 無料

③尺八講座 第１水・
第3土曜日 13:00〜15:00 初心者の方も歓迎します。 川野留五郎先生 無料

④表千家茶道講座 第２・４木曜日 10:00〜12:00 茶道のマナーを基本から学びましょう。 八巻真理枝先生 月2,000円

⑤香道講座 第１金曜日 10:30〜12:30 和の香りでリラックス！（全７回） 竹村玲子　先生 月3,000円

⑥子ども茶道教室 第１・３土曜日 10:00〜11:30 ４歳児（年中）〜中学生対象 茶道裏千家　淡交会 月1,000円

⑦子ども能楽教室 月２回 11:00〜12:00 ５歳児（年長）〜中学生対象 観世流能楽師
小島英明　先生 無料

⑧江戸千家茶道講座 月３回水曜日 18:00〜21:00 宗家直々のおけいこです！ 若宗匠 川上紹雪 先生
仙台支部長 伊藤宗圭 先生 月3,500円

⑨三味線講座 第１・３土曜日 15:30〜17:00 初心者の方も歓迎します。 高橋朋美　先生 月3,000円

⑩高砂を謡う会 第２・４金曜日 18:30〜20:30 おなかの底から声を出して！ 高砂を謡う会実行委員会 月500円
■あしたばミニ美術館

「ちぎり絵」展
　ふきのとうサークルの作品

をぜひご覧ください。
●期間　４月８日（月）～
　　　　26日（金）
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施設案内
図書館新刊


