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今月のおすすめの本
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図書館新刊
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■バブルノタシナミ
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　著　世界文化社

　短くも激しく燃えたあのバ
ブルの日々があるから、今が
ある。アラフィフ世代がかつ
て駆け抜けた「バブル期」を
キーワードに、チャーミング
に年を重ねるコツを痛快に語
る、アガワ節炸裂のエッセイ
集です。

■江戸の親子　父親が子どもを育て

た時代
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　著　吉川弘文館

　家の継承に重きをおく江戸
時代、父親は主体的に子育て
に関わった。下級武士の日記
から、成育儀礼、年中行事、
遊びや手習い、病の心配と死
の悲しみなどを読み解き、近
世の親子関係と子育ての実態
に迫ります。

児童書

■しんかんせんでも　どんかんせんでも

　かこさとし　著　復刊ドットコム

　世界に名だたる高速鉄道・
新幹線。人々の日常の暮らし
を支えるゆっくりローカル
線。それぞれに大切な役割が
あるんだよ！　かこさとしの
名作が復刊されました。

■おやすみおやすみみんなおやすみ

　かのうかりん　作・絵　金の星社

　ひつじさんがおやすみして
いるよ。きもちよさそうだね。
コアラさんもおやすみ。おか
あさんの背中で、ゆ～らゆら。
カバさんもおやすみ。ぷっか
り顔を出して、おやすみなさ
い…。眠る前に読んであげた
い絵本です。

　正しい結び方やいろいろな活用法
を学んで、タンスの中で眠っている
風呂敷を広げましょう！
●日時　10月31日（火）10:00～
●講師　角

かく

田
だ

真
ま

由
ゆ

美
み

さん
●参加費　100円
●定員　16人
●持ち物　風呂敷（中と大、各２枚
ずつ）、筆記用具

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

10月の休館日　２～10・16・23・30日　☎22-1500　 22-1502

■パソコン講習会
●申込期限
・10月分　10月11日（水）
・11月分　11月10日（金）
●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　10月・11月日程表
コース名・時間 10月 11月 定員・受講料 内　　容

Wordコース
（６時間）

9:30
～

16:30
21（土） 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（金） ７人 2,000円

Excel2013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。

年賀状作成講習会
（６時間）

9:30
～

16:30
25（土） ７人 1,000円

年賀状作成パソコンソフト（筆ぐるめ）の基
本操作のコースです。
住所録の作成・管理、ハガキの作成・印刷
を学びます。

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

■蔵書点検のため休館します
　本は、玄関脇の青い返却ポストに
入れてください。破損防止のため、
ＤＶＤ・雑誌・紙芝居・大型本や、
ほかの図書館からの借り受け資料
は、返却ポストには入れないでくだ
さい。
●期間　10月３日（火）～10日（火）
※２日も月曜日のため休館です。
■10 ～11月は郷土を知る月間です
　今年のテーマは「白石あだ討ち
噺
ばなし

」です。関連する本や資料を紹介
します。
●期間　10月11日（水）～11月30日（木）
●場所　図書館２階郷土資料室内特
設コーナー
■小説の大リサイクル市開催
　役割を終えた小説を無償で提供し
ます。１人10冊まで。無くなり次第
終了です。お早めにご来場ください。
●日時　10月21日（土）～31日（火）

●場所　図書館２階ロビー
※本を入れる袋をご持参ください。
■10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　10月12日（木）15:30～
・乳幼児向け　10月14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。
①10月17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
②10月18日（水）
　13:55～14:15　越河駅前
③10月20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。

■第14回「白石城下きものまつり」
新しい風～きものまつりっていいなあ！

　今年のきものまつりは、ドリーム
企画として「東北きもの美人コンテ
スト×生テレ」を開催！　カドカワ
の生テレで勝ち抜いた「きもの美
人」上位者たちによるきもの着付け
ショーが行われます。
●日時　10月20日（金）～22日（日）
　10:00～16:00（22日は15:00まで）
●内容
①店蔵＆テントきもの市
②古布&リメーク作品展示・販売
③出店者セレクト着物貸出＆着付け
④着物ファッションショー
⑤東北きもの美人コンテスト上位者

のきもの着付けショー（10月21日
10:00～）

⑥花嫁行列ガクセイズムプロデュー
ス模擬結婚式＆花嫁行列（10月21
日11:00～）

⑦白石の歌姫！　佐藤美佐子まちか
どライブ（10月22日10:15～）

⑧ダンススクール「IMPACT」の
ダンスショー（10月22日12:00～）

●特典
①着物で来場の方に600円分の商品
券をプレゼント！

②着物ファッションショー参加者に
白石温麺をプレゼント！

■第２回 杢
もく

竹
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楽
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技
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●日時　10月14日（土）・15日（日）
　10:00～16:00
●内容　木、竹細工手作り作品展

■定期リサイクル教室（定員10名）
「廃油でつくるリサイクル石けん」

　廃油を利用して合成洗剤を含まな
い、手肌と環境にやさしい「せっけ
ん」を作ります。油や泥の汚れに強
いのでシャツの皮脂汚れや運動靴洗

いにぴったりです。また液体にすれ
ば油性ペンなど染み抜きとしても使
えます。
●日時　10月28日（土）10:00～12:00
●持ち物　牛乳パック１Ｌ　２本
（開かずにそのままお持ちください）
●参加費　無料
●受付開始日　10月５日（木）
■フリーマーケット（第４土曜日）
●日時　10月28日　8:30～12:00

壽丸屋敷 10月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

あしたば白石 10月の休館日　１・８・９・15・22・29日
☎25-5095・25-6593

■日本人ならぜひ覚えたい
　「風呂敷包み」講座

　手土産を風呂敷包みで贈ったらと
ても上品ですてきですね。

10月の休村日　４・11・18・25日
開村時間　9:00～17:00　☎26-3993
■こけし供養祭

　心を癒
い
やしてくれた「こけし」に

感謝するため、お焚
た

きあげによって
供養します。供養するこけしは、10
月７日（土）午前中までに供養料を添
えてお持ち込みください。
●日時　10月８日（日）16:00～
●供養料　１口1,000円
■リノベーション工事を行います
　工事期間中は本館への入館はでき
ませんのでご注意ください。
　イベント広場と工房へはお入りい
ただけます。こけしの販売は、イベ
ント広場の仮設店舗にて行います。
閉村日、開村時間は通常どおりです。
●工事期限　平成30年３月30日（予定）
■こけしの絵付け体験実施中！
　リノベーション工事に伴い、こけ
しの絵付け体験は、人数により体験
できない場合がありますので、体験
をご希望の方は、事前にお電話でお
問い合わせください。
■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

10月の休館日　２～10・16・23・30日　☎26-3004
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

■蔵書点検のため休館します
●期間　10月３日（火）～10日（火）
　※２日も月曜日のため休館です。

10月の休館日　２・10・16・23・30日
☎・ 25-7949

古典芸能伝承の館
「碧水園」

■神無月の碧水園茶会
　茶室を離れ、碧水園のロビーでの
呈茶席です。気軽にお出掛かけくだ
さい。初めての方もぜひどうぞ。
●日時　10月15日（日）10:00～15:00
　　　　（受付は14:30分まで）
●お茶券　500円（子ども300円）

いきいきプラザ 10月の休館日　２・10・16・23・30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10ページに掲載しています。 施設案内


