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■ベラルーシを知るための50章
　服

はっ

部
とり

倫
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卓
たか

・越
こし

野
の

剛
ごう

　著　明石書店
　ソ連邦の解体にともない、
1991年に独立した新興国ベラ
ルーシ共和国。国土と歴史や
国民・文化、政治・経済事情
等を紹介しています。
　ベラルーシ新体操ナショナ
ルチームは、白石市で東京オ
リンピックの事前合宿を行い
ます。これをご縁に、ベラルー
シに興味を持ってみませんか。

■大声のすすめ。
　乙

お

津
つ

理
り

風
ふう

　著　晶文社
　喉と体をゆるめ、お腹から
響く声を出す！　詩吟師範
が、呼吸と姿勢の基本、リラッ
クスの仕方から、発音までを
改善し、「伝わる言葉の使い
方」を身につけるワークま
で、イラスト図解多数で紹介
しています。

児童書

■オオカミを森へ
　キャサリン・ランデル　作　
　ジェルレヴ・オンビーコ　画　
　原

はら

田
だ

勝
まさる

　訳　小峰書店
　ロシアの森深く、母親とオ
オカミたちと暮らす少女フェ
オ。ある日、残忍なラーコフ
将軍が現れ、オオカミを保護
した罪で母を連れ去ってしま
います。少女はオオカミを連
れ、母を取り戻すため旅に出
るのです。

■ぞろりぞろりとやさいがね
　ひろかわさえこ　作　偕成社
　台所の片隅で、すっかり古
くなった野菜たち。月夜の晩
に、「もう、がまんできない！」
と、ぞろりぞろりと出掛けま
す。さて、どこへ行くのでし
ょうか。食べ物を大切にした
くなる絵本です。

■弥治郎こけし初挽
び

き

　毎年恒例の正月行事です。弥治郎
こけし村内こけし神社前で、弥治郎

■冬の短期講座受講生募集
●受付開始日　12月１日（金）8:30～
Happyフラワーアレンジメント
（定員10人）
　クリスマスや忘年会にお正月。お
花で年末年始を彩りましょう！
●日時　12月21日（木）14:00～15:00
●講師　佐

さ

藤
とう

敏
とし

子
こ

さん
●参加費　1,300円（材料費含む）
●持ち物　花切ハサミ

あしたば白石
12月の休館日　３・10・17・23･24・29～１月３日
☎25-5095・25-6593

いきいきプラザ 12月の休館日　４・11・18・25・29～１月３日
☎ 22-1635　 22-1636
■フリーマーケット（第４土曜日）
●日時　12月23日　8:30～12:00
■「川をきれいにする児童図画・
　ポスター」を展示します
　県内の各小学校から応募のあった
平成29年度「川をきれいにする児童
図画・ポスター」の入選作品を展示
します。どの作品も水の大切さを子
どもの視点で工夫を凝らして描いて
います。ぜひご覧ください。
●場所　いきいきプラザ１階市民
ギャラリー
●期間　１月23日（火）～26日（金）

系の佐
さ

藤
とう

裕
ゆう

介
すけ

工人が初挽きを行いま
す。第１駐車場は、リノベーション
工事のため閉鎖していますので、第
２駐車場をご利用ください。皆さん
のご来場をお待ちしています。
●日時　１月２日（火）10:00～
■リノベーション工事のため本館
へは入館できません

　イベント広場に設置している仮設
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

12月の休館日　１・４・11・18・23・25・28日～１月５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

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

●日時
・児 童 向 け　12月14日（木）15:30～
・乳幼児向け　12月16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
①12月５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
②12月６日（水）
　13:55～14:15　越河駅前
③12月15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。

12月の休館日　１・４・11・18・23・25・28日～１月５日　☎22-1500　 22-1502

■パソコン講習会
●申込締切日
・12月分　12月10日（日）
・１月分　平成30年１月10日（水）
●場所　アテネ１階講習会場

●申込方法　アテネ備え付けの申込
用紙で申し込みください。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。
※�詳しくはお問い合わせください。

パソコン講習会　12月・１月日程表
コース名・時間 12月 １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の基本操作を学びます。

Wordコース�
（６時間）

9:30
～
16:30

21（日） 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。

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。

■年末年始は返却ポストを一時休
止します

　休館中は、本の破損防止のため返
却ポストを一時休止します。
●期間　12月28日（木）17:00～平成29
年１月４日（木）9:00
■郷土を知るブックトーク開催
　このブックトークでは、テーマに
そった何冊かの本を図書館職員が紹
介しながら、郷土の歴史や文化に
迫っていきます。
　今回のテーマは「白石あだ討ち
噺
ばなし

」と「戊辰戦争と白石」。
　これを聞けば新たな郷土が見えて
くる。そんな本の紹介と楽しいお話
です。ご来場をお待ちしています。
●日時　平成30年１月13日（土）
14:00～15:00
●場所　図書館２階文化室
●対象　中学生以上
※申し込み不要。当日直接会場にお
越しください。
■12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。

■「本のリサイクル」やっています
～読まない本を引き取ります！～
　読まなくなった絵本や文庫本など
をお持ち込みください。開館日にい
つでも引き受けております。
～読みたい本を探してみませんか？～
　引き取った本は、無料で差し上げ
ています。
　読んでみたかった小説や欲しかっ
た絵本、買いたくても買えなかった
専門書など掘り出し物があるかもし
れません。
　ぜひ一度探しに来てみてください。

弥治郎こけし村
12月の休村日　６・13・20・27・29日～１月３日
（１月２日こけし初挽きの間は開村。ただし本館への入館はできません）
開村時間　9:00～16:00　☎26-3993

■てづくり作家　冬のおくりもの展

●開催期間　12月17日（日）まで
10:00～16:00（最終日は15:00）
●内容　トールペイント教室・陶磁
器絵付け「カモミール」ナチュラル
生地の小物・バック・アクセサリー
柿渋染・手織りのバック・ポーチ・
小物・マフラーの展示販売

壽丸屋敷
12月の休館日　31日～１月３日
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

古典芸能伝承の館
「碧水園」

12月の休館日　４・11・18・25・29日～１月３日
☎・ 25-7949

■師走の碧水園茶会
　あわただしい師走のひととき、お
いしいお茶で一息入れませんか。
●日時　12月10日（日）10:00～15:00
　　　　受付は14:30まで
●お茶券　700円（子ども300円）
■碧水園「舞台清め式・舞台びらき」
　一年の初めの清め式。厳粛な神事
とおめでたい神

かぐ

楽
ら

や餅まきの伝統行
事をお楽しみください。日本舞踊や
琴などの披露もあります。入場無料
ですので、ぜひお越しください。
●日時　１月７日（日）
　　　　舞台清め式13:00～
　　　　榊流大町神楽ほか13:30～

■碧水園能「喜多流公演」
●日時　２月11日（日）
　　　　13:30分開演（12:30分開場）
●演目　
①喜多流能「野守」居留（佐々木多門）、
②和泉流狂言「寝音曲」（深田博治）
●入場料
　正面指定席6,000円、正面補助・脇
正面指定席5,500円、脇正面補助席
5,000円、自由席4,500円、学生席3,000
円、小・中学生無料（申込順、10人
程度）
●チケット発売開始日　12月８日（金）
●チケット取り扱い　碧水園（自由
席のみ：中央公民館、白石喜多会会員）

たしますが、常設展示は工事終了後
再開します。
■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。
●絵付け料　700円（木地代含む）
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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


