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■ポジティブ会議
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　アスコム

　もともとネガティブだった松

岡修造が試行錯誤して作り上げ

てきた「ポジティブ修造」を、

脳科学者・茂木健一郎が徹底分

析。超ポジティブな２人が人生

をもっと楽しく、元気に、前向

きに考える方法を伝授します。

■人生を動かす仕事の楽しみ方
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　著　大和書房

　しかたなく始めた清掃が、ま

さか一生続けたい仕事になるな

んて。「世界一清潔な空港」に

４度輝いた羽田空港で、700人

の部下を持つカリスマ清掃員

が、どんなイヤな仕事も「気づ

く力」で楽しみながら極める方

法を紹介します。

児童書

■絵本江戸のまち
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　江戸時代の東京にタイムスリッ

プ！　隅田川と両国橋、火事と火

消し、長屋の正月など、江戸の町

並みとくらしを細かく描いた「江戸

絵本」。さがしもの絵本としても楽

しめます。

■土石流のチカラ
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　吉備人出版

　大雨のときに大きな被害を出

す「土石流」。キャラクター化し

た「土石竜」を主人公に、土石

流の特徴を子どもたちにわかり

やすく伝えます。災害から自分

で身を守るための知識を、４コ

マ漫画や迷路などで楽しく身に

つける本です。

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

８月の休館日　４・７・11・14・21・28日　☎22-1500　 22-1502

■パソコン講習会
●申込期限
・８月分　８月10日（木）
・ 9月分　９月10日（日）
●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も
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　８月・９月日程表
コース名・時間 ８月 ９月 定員・受講料 内　　容

ゆっくりコース
（６時間）

9:30
～
16:30

22（金） ７人 2,000円

パソコン初心者向けWindows10のコースで
す。マウス・キーボードの操作、文字入力、
インターネットなど、パソコンの基本操作
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。

PowerPointコース
（６時間）

9:30
～
16:30

24（日） ７人 2,000円
PowerPoint2013の基本操作のコースです。
初めてPowerPointを使う方を対象に、簡単
なプレゼンテーションの作成を学びます。

８月の休館日４・７・11・14・21・28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

■開館時間変更のお知らせ
　８月９日（水）は、夏まつりのため
17:00で閉館となりますので、ご了
承ください。
■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
　貸し出しは１人２冊まで、期間は
８日間です。貸出中の本は予約もで
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　８月31日（木）まで
■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。ぜひ、お立ち寄り
ください。
●期間　８月10日（木）まで
　　　　（アテネ開館時間内）
●場所　アテネ２階
※�展示の図書は貸し出しができませ

ん。借りたい本があった際は、カウ
ンターまでお問い合わせください。
■８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� ８月３日（木）15:30〜
・乳幼児向け� ８月19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。
①８月２日（水）
　13:20〜13:40　越河駅前
②８月８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
③８月18日（金）
　13:40〜14:10　斎川中央集会所前

※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。

いきいきプラザ ８月の休館日　７・14・21・28日
☎22-1635　 22-1636

■定期リサイクル教室（定員15名）
「牛乳パックで作るどっしり小物入れ」

　牛乳パックを利用して重みのある
小物入れを作ります。ペン立てや花
瓶入れにいかがですか。
●日時　８月26日（土）10:00〜12:00
●参加費　無料
●持ち物　牛乳パック１リットル１
本分、包装紙または千代紙（無くて
も可）
●受付開始日　８月４日（金）
■子どもリサイクル教室（定員10名）
「移動ポケットとあづま袋づくり」
　使わなくなったハンカチなどを利
用して、ポケットのない洋服にもつ
けられる移動ポケットとあづま袋
（エコバック）を作ります。簡単に

作れるので、お裁
さい

縫
ほう

に挑戦してみた
いお子さんやお孫さんへのプレゼン
トにぜひ作ってみませんか。
●日時
・８月１日（火）・４日（金）10:00〜11:30
・８月８日（火）・９日（水）10:00〜11:30
●場所　１階リフレッシュルーム
●持ち物　使わなくなった大判のハ
ンカチや60㎝×20㎝の布切れ、手ぬ
ぐい、裁縫道具。
※�裁縫道具を使用しますので、小学
３年生以下のお子さんが参加する
場合はなるべく保護者同伴でお願
いします。

■フリーマーケット（第４土曜日）
●日時　８月26日　8:30〜12:00

古典芸能伝承の館
「碧水園」

８月の休館日　７・14・21・28日
☎25-7949

■落語鑑賞会　

　三遊亭鳳志独演会を碧水園で開催
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
前売り券　2,000円（当日2,500円）
※チケット好評発売中！
■葉月茶会【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　８月27日（日）10:00〜15:00
　　　　（受付は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

かわ

上
かみ

紹
じょう

雪
せつ

氏、表千家八巻
真理枝先生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
・天守閣席（濃茶席、点心付き）
　　　　　　3,000円（要予約）
※�10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、
15:00の時間指定（各席20人）
・碧水園（薄茶席）
　700円（こども券300円）

あしたば白石
８月の休館日　６・11・13～16・20･27日
☎25-5095・25-6593

秋の講座生募集
詳しくは31ページをご覧ください。

８月の休村日　２・９・16・23・30日
開村時間　9:00～17:00　☎26-3993

■「鎌文のこけし展」
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工人、その豪放な彼の下
で学んだ工人たちの作品展
●期間　９月30日（土）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？　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

壽丸屋敷

■白石和紙あかり作品展

●日時　８月８日（火）18:00〜20:00
　　　　　　９日（水）16:00〜21:00
●場所　壽丸屋敷大広間
●内容　５月から７月までのワーク
ショップで制作した作品の展示。
問阿

あ

部
べ

　☎090-2727-5319

８月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

▲あづま袋（左）と移動ポケット（右）
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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


