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図書館
新刊
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■日本懐かしお菓子大全

　松
まつ

林
ばやし

千
ち

宏
ひろ

　著　辰巳出版

　ガム、キャラメル、チョコ、

スナック…。昭和のおやつの時

間を彩った夢いっぱいのお菓子

たちを、カラーのパッケージ写

真とともに紹介します。

■新米おとうちゃんと小さな怪獣

　あおむろひろゆき　著　

　ベストセラーズ

　しんどい日もある、それでも

子育ては楽しい。泣いて、笑っ

て、一緒に成長していこう！　

ママたちが絶賛する、パパの育

児奮闘記です。「おとうちゃん」

になってからの３年間の日常が

つづられています。

児童書

■空にむかってともだち宣言

　茂
もて

木
ぎ

ちあき　作　ゆーちみえこ　絵

　国土社

　あいりの家の隣に、ミャンマ

ーから一家５人が引っ越してき

ました。その家の女の子ナーミ

ンは、あいりの同級生になりま

した。あいりはすぐに仲良くな

りましたが、給食のときにちょ

っとした事件が起きて…。

■ばあばは、だいじょうぶ

　楠
くすのき

　章
あき

子
こ

　作　いしいつとむ　絵

　童心社

　つばさは、ばあばが大好き。

逆上がりができなくても、計算

問題が解けなくても、ばあばは

「つばさ、だいじょうぶだよ」

と言ってくれる。そんなばあば

が「わすれてしまう」病気にな

ってしまい…。

■美
お

味
い

しい「テーブルマナー」

　西洋料理のコースを食べながら、テ
ーブルマナーを学びます。夏休みのお
子さんと一緒にいかがですか？　（小
学生以上、大人と同じメニューです。）
●日時　７月29日（土）11:20（現地集合）
●場所　西洋料理屋ルガノ（八幡町）
●定員　15人
●講師　髙

たか

橋
はし

泰
やす

子
こ

さん
●参加費　3,240円

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

７の休館日　３・７・10・17・24・31日　☎22-1500　 22-1502

■パソコン講習会
●申込期限
・ 7月分　７月９日（日）
・ 8月分　８月10日（木）
●場所　アテネ１階講習会場
●申し込み方法　アテネ備え付けの

申込用紙で、期限までにお申し込み
ください（はがき・ファクス可）。
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。
※�期限後でも定員に空きがあれば受講
できますので、お問い合わせください。

パソコン講習会　7月・８月日程表
コース名・時間 7月 ８月 定員・受講料 内　　容

Wordコース
（６時間）

9:30
～
16:30

23（日） ７人 2,000円
Word2013の基本操作のコースです。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

19（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。

デジタルカメラ
コース
（６時間）

9:30
～
16:30

22（土） ７人 1,000円
デジタルカメラの基本操作のコースです。
パソコンに撮影した写真の取り込み、整理、
検索、編集や印刷を学びます。

７月の休館日３・７・10・17・24・31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

■第63回青少年読書感想文全国コ
ンクール課題図書コーナー

　貸出は１人２冊、貸出期間は８日
間です。貸し出し中の本は予約もで
きますので、カウンターまでお問い
合わせください。
●場所　図書館１階子ども読書室
●期間　７月８日（土）～８月31日（木）
■図書館体験隊　隊員募集
　図書館のお仕事体験です。普段は入
ることができない書庫にも入れます。��
●日時　８月１日（火）9:30～11:30
●対象　市内の小学４～６年生
●定員　８人（申込順）
●持ち物　エプロン・筆記用具・図
書館利用者カード・飲料水
●申込方法　図書館備え付けの申込
用紙で事前にお申し込みください。
■子どもの本展示会
　近年に出版された絵本やファンタ
ジー読みものなど、児童図書約400
冊を展示します。
●期間　７月25日（火）～８月10日（木）
●場所　アテネ２階

■７月のおはなしひろば
　お話を聞きに、ぜひお越しください。
●日時
・児童向け　７月13日（木）15:30～
・乳幼児向け　７月15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（日時・場所）
　学校や施設のほかにも市内を巡回
しています。ぜひご利用ください。
①７月４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
②７月５日（水）
　13:55～14:15　越河駅前
③７月14日（金）
　13:40～14:10　斎川中央集会所前
■リサイクル本を提供します
　活用を終えた雑誌・実用書・児童
書などを1人10冊まで無償で提供しま
す。本を入れる袋を持参してください。
●期間　７月15日（土）～30日（日）
●場所　図書館２階ロビー

※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。

古典芸能伝承の館
「碧水園」

７月の休館日　３・10・18・24･31日
☎25-7949

■落語鑑賞会

　三遊亭鳳志独演会を開催します。
笑いは健康の源、おなかの底から
笑って暑さを吹き飛ばしましょう。
●日時　８月11日（祝）14:00開演
●場所　碧水園能楽堂
●チケット　全席自由、前売券2,000
円（当日2,500円）好評発売中！

■文月茶会（裏千家）
　碧水園の庭を眺めながら一服いか
がでしょうか。気軽にお出掛けくだ
さい。初めての方もぜひどうぞ。
●日時　７月23日（日）10:00～15:00
　　　　受付14:30まで
●お茶券　700円（子ども300円）
■白石城茶会
　今年も白石城天守閣、碧水園で
「白石城茶会」を開催します。江戸
千家若宗匠川上紹雪氏、表千家八巻
社中がそれぞれお席を担当します。
●日時　９月10日（日）10:00～15:00
●お茶券（前売券）　①天守閣席（濃
茶席、点心付き）3,000円
※10時、11時、12時、13時、14時、
15時の時間指定（各席20人）
②碧水園（薄茶席）　700円（子ども
券300円）

あしたば白石 ７月の休館日　２・９・16・17・23・30日
☎25-5095・25-6593

■本当はすごい！
　「正しいラジオ体操のやり方」
　「ラジオ体操」は、正しくやれば
全身運動ができるすぐれものです！
毎日たった３分！　続けてみよう！
●日時　７月22日（土）9:30～10:45
●場所　奥州街道ふれあいの館（城北町）
●定員　30人
●講師　齋

さい

藤
とう

幸
さち

子
こ

さん（健康運動指導士）
●参加費　100円（資料代）
●持ち物　動きやすい服装、運動靴、水
■あしたば美術館
「和紙ちぎり絵サークル」作品展
　素

す

晴
ば

らしい作品の数々をぜひご覧
ください。
●期間　７月４日（火）～28日（金）

●日時　7月22日（土）10:00～12:00
●持ち物　500mlのペットボトル１
本（底の丸いもの）
●受付開始日　７月７日（金）
■フリーマーケット（第４土曜日）
●日時　７月22日　8:30～12:00

いきいきプラザ ７月の休館日　３・10・18・24・31日
☎22-1635　 22-1636

■定期リサイクル教室（定員15人）
夏休みの作品を作ろう！
「ペットボトルで作る風車」

　お友達や親子で、夏休みの作品に
カラーテープを使って、カラフルで
よく回る風車を作ってみませんか？７月の休村日　５・12・19・26日

開村時間　9:00～17:00　☎26-3993
■「鎌文のこけし展」
　鎌

かま

田
た

文
ぶん

市
いち

工人、その豪放な彼の下で
学んだ工人たちの作品を展示します。
●期間　７月１日（土）～９月30日（土）
■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？　初めての方には、
工人がお手伝いします。
●絵付け料　700円（木地代含む）
■喫茶・軽食コーナー営業中！
　蔵王の四季折々の風景とこけしを
眺めながら、ゆっくりとおくつろぎ
ください。

弥治郎こけし村

７月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

壽丸屋敷

■小
こ

室
むろ

仙
せん

子
こ

「球体人形生徒作品展」

●期間　７月２日（日）まで
　　　　10:00～16:00
問小

こ

室
むろ

　☎080-6017-4806
■宮城の工芸四人展

●期間　７月28日（金）まで
　　　　10:00～16:00
●内容　型絵染、創作民芸、創作友禅、
ガラス細工とんぼ玉の展示と販売
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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16ページに掲載しています。 施設案内


