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●持ち物　筆記用具、持ち帰り用袋
③オラにも出来る「ローストビーフ」
　（定員12人）

　ローストビーフをおうちで美
お

味
い

し
く簡単に作れるんです。男性の参加
者大歓迎！　家族やお友達をびっく
りさせましょう！
●日時　12月16日（土）9:30～11:30
●講師　小

こ

室
むろ

照
てる

枝
え

さん
●参加費　1,500円（材料費込み）
●持ち物　エプロン、三角きん、ふ
きん２枚、持ち帰り用タッパー
■あしたばミニ美術館
「水墨画サークル作品展」

●期間　11月７日（火）～12月20日（水）
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■枯れてたまるか！
　嵐

あらし

山
やま

光
こう

三
ざぶ

郎
ろう

　著　新講社
　とにかくこの世はオモシロ
イ。オサラバまでは全力投
球！　75歳を過ぎた著者が、
老いてからの日々について
綴ったエッセイです。「週刊
朝日」連載の「コンセント抜
いたか」を大幅に加筆し、書
き下ろしを加えています。

■東北の名城を歩く　南東北編　
　宮城・福島・山形
　飯

いい

村
むら

均
ひとし

・室
むろ

野
の

秀
ひで

文
ふみ

　編　
　吉川弘文館
　往時を偲

しの

ばせる石垣や土
塁、郭の痕跡などが訪れる者
を魅了する中世城館跡。宮城・
福島・山形の３県から精選し
た名城66を、最新の発掘成果
に文献による裏付けを加え
て、詳細・正確な解説と豊富
な図版で紹介しています。白
石城も掲載されています。

児童書
■サイモンは、ねこである。
　ガリア・バーンスタイン　作
　なかがわ　ちひろ　訳　
　あすなろ書房
　ねこのサイモンがライオン
たちに言いました。「ぼくたち、
にてますね」するとライオン
たちは大笑い。違うところを
あげていきます。でも似てい
るところもたくさんあって…。
思いがけない展開が楽しい
ユーモアあふれる絵本です。

■カレーの教科書
　石

いし

倉
くら

ヒロユキ　編集　シャンカー
ル・ノグチ　監修　岩崎書店

　カレーの歴史、昔と今の調
理法、インド人のカレーの食
べ方、スパイスとハーブの特
徴、カレーの色の秘密などな
ど。カレーにまつわるさまざ
まなことを、写真やイラスト
を交えて紹介。大好きなカ
レーをとおして、調べ学習が
できてしまう本です。

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

11月の休館日　３・６・13・20・23・27日　☎22-1500　 22-1502

■パソコン講習会
●申込期限
・11月分　11月10日（金）
・12月分　12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。

11月の休館日　３・６・13・20・23・27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

■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　11月30日（木）まで
●場所　図書館２階郷土資料室内
特設コーナー
■11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　　11月９日（木）15:30～
・乳幼児向け　11月18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。
①11月７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
②11月８日（水）
　13:55～14:15　越河駅前
③11月17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。古典芸能伝承の館

「碧水園」
11月の休館日　６・13・20・24・27日
☎・ 25-7949

あしたば白石 11月の休館日　３・５・12・19・23・26日
☎25-5095・25-6593

パソコン講習会　11月・12月日程表
コース名・時間 11月 12月 定員・受講料 内　　容

ゆっくりコース
（６時間）

9:30
～
16:30

21（木） 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

24（金） 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。
※マウス操作、文字入力ができる方が対象です。

PowerPointコース
（６時間）

9:30
～
16:30

22（金） 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。
※マウス操作、文字入力ができる方が対象です。

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。

冬の短期講座受講生募集
●受付開始　11月１日（水）8:30～
①「らくらくピアノ体験会」～もしも
ピアノが弾けたなら～（定員10人）

　いつか私もピアノを弾けたらいい
な…と思っている方、大人のための
やさしいレッスンを体験してみませ
んか？
●日時　12月１日（金）13:30～
●講師　斉

さい

藤
とう

千
ち

佳
か

子
こ

さん（日本らく
らくピアノ協会認定講師）
●対象　40歳以上
●参加費　無料
●持ち物　筆記用具
②園芸講座「日本サクラソウ」（定員20人）
　江戸時代から続く伝統ある日本サ
クラソウの栽培を学んでみませんか？
芽分けを行います。
●日時　12月２日（土）10:00～
●講師　遠

えん

藤
どう

信
のぶ

利
とし

さん

■子ども茶会
　碧水園の「茶道子ども教室」でお
稽
けい

古
こ

している子どもたちが、日ごろ
の成果を発揮します。
　広間、小間の２席を用意していま

す。お誘い合わせのうえ、お出掛け
ください。
●日時　11月26日（日）10:00～15:00
　　　　受付は14:30まで
●お茶券　500円（子ども無料）

壽丸屋敷 11月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

■第15回花の発表会～発想の種～
●日時　11月３日（金）～５日（日）
10:00～17:00（最終日は16:00まで）
●内容　ヨーロピアンフラワーアレ
ンジメントの花多数展示。ミニショ
ップや体験コーナーもあります。
問フラワーガーデンはなひと
　☎25-6562
■水と歴史の城下町散歩・ノルデ
ィックウォーキング

●日時　11月５日（日）9:30～13:30
●集合場所　すまｉるひろば（9:20） 
●定員　20人（先着順）
●講師　後

ご

藤
とう

昭
あき

信
のぶ

さん
●参加費　2,000円（ポールレンタル
料、白石城入場料、昼食代込み）

●コース
すまｉるひろば→（沢端川）→武家
屋敷→八幡宮→白石城→（館堀川）
→常林寺→清林寺→傑山寺→碧水園
→当信寺→キッチンオルト（昼食）
約4.5㎞・小雨決行
●持ち物　タオル、帽子、飲み物、
雨具、ザックまたはウエストポーチ
●申込期限　11月４日（土）
問白石まちづくり（株）　☎25-6054
■阿部笙子木版画作品展
●日時　11月７日（火）～13日（月）10:00～16:00
●内容　木版画作品展示
■手作り作家　冬のおくりもの展
●日時　11月18日（土）～12月17日（日）
10:00～16:00（最終日は15:00まで）

11月の休館日　６・13・20・27日
☎ 22-1635　 22-1636

いきいきプラザ

11月の休村日　１・８・15・22・29日
開村時間　9:00～16:00　☎26-3993
■リノベーション工事のため本館
へは入館できません

　11月１日（水）は工事の準備のため
工房も休みとなります。
　なお、11月２日（木）からは、イベ
ント広場に設置される仮設店舗にて
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に再開い
たします。
●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！
　（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。

弥治郎こけし村

■定期リサイクル教室（定員10人）
～廃油から作るクリスマスキャンドル～

　廃油を使って、色とりどりのクリ
スマスキャンドルを作ります。
　クリスマス飾りのひとつに、手作
りキャンドルを並べてみませんか。
●日時　11月25日（土）10:00～12:00
●参加費　無料
●持ち物　空きびん、不要になった
マグカップやグラスなど（数個）
●受付開始日　11月４日（土）
■フリーマーケット（第４土曜日）
●日時　11月25日　8:30～12:00
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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12ページに掲載しています。 施設案内


