
一般書

今月のおすすめの本
一般書

■ 祝日も開館します
　４月から祝日も開館しま
す。これにより休館日を次の
ように変更します。
・月曜日
　（祝日の場合、翌日以降の平日）
・祝日の翌日以降の平日
・毎月第１金曜日
（館内整理日。祝日の場合、
翌日以降の平日）
・蔵書点検期間
　（10月３日～10日）
・年末年始
※�詳しくは、ホームページな
どの開館カレンダーでご確
認ください。

■ リサイクル市開催中です
　図書館で役割を終えた本を
無償提供しています。お一人
10冊まで。
●会場　図書館２階ロビー内
常設リサイクル本コーナー
※本を入れる袋などはご持参
ください。

■ ４月のおはなしひろば
　ボランティアさんたちが楽

しい絵本や紙芝居を読んでく
れます。皆さんの参加をお待
ちしています。
●日時　４月９日（木）15:30～
　　　　４月25日（土）10:00～
●場所　アテネ２階絵本コー
ナー
■今月のこまくさ号
　貸出期間は次のこまくさ号
まで約１カ月です。絵本、雑
誌の貸し出しや借りたい本の
リクエストもできます。
●日時・場所
①４月14日（火）
� 9:40～10:10　観音崎住宅
10:20～10:50　寿山南公園前
②４月15日（水）
13:20～13:40　越河駅前
③４月17日（金）
13:40～14:10　斎川中央集会所前

※�「リサイクル市」「４月のお
はなしひろば」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止
のため、中止となる場合が
あります。

■チクチクトントン仲間た
ちの作品展

●期間　４月12日（日）まで
10:00～16:00（最終日15:00）
●内容　トールペイント小
物、ナチュラル生地のポーチ・
ミニバック、柿渋染・手織り
のバック・ポーチ・マフラー・
一閑張りなど展示販売
■第15回手づくりの市
●日時　４月18日（土）・19日
（日）　9:30～16:00（最終日

15:00）
●内容　白石を中心に活動し
ている手作り作家たちの作品
展です。
■フリーマーケット
　出店者募集中！
●日時　４月12日（日）
　　　　9:00～12:00
※少雨決行
※毎月第２日曜日開催
●内容　日用品、手作り品など
問大
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　☎080-1800-3278
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　2019年下半期芥川賞

受賞作。主人公の大村美

穂は年に数回、実家の手

入れをするため島に帰

る。今回の帰省の目的は

草を刈ること。そこで物

語られることとは･･･。

児童書
■太陽とかげ
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　監修・写真
　ほるぷ出版
　太陽は私たちにとって

身近な存在です。太陽の

動きはかげを観察するこ

とで分かりやすくなりま

す。写真と分かりやすい

解説付きで、太陽のひみ

つに迫ります。

■ きょうからほいくえん
　エヴァ・モンタナーリ　作
　石
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ちひろ　訳　岩崎書店
　きょうからほいくえん

がはじまる！　どんなと

ころだろう？　どきどき

わにくんの、ほいくえん

での１日をあたたかく描

きます。親子で楽しみな

がら入園準備ができる絵

本です。

■令和２年度碧水園主催講座
受講生募集

　和の心に触れてみませんか？
●受付期間　４月１日（水）～
12日（日）受付時間は、９:00
～17:00（休館日を除く）
●受講料　下の表のとおり
●申込方法　来館または電話
でお申し込みください。

■特別公演「能・狂言鑑賞会」
チケット発売開始

●公演日時　６月27日（土）
14:00開演
●演目
・能「百万」　小島英明
・狂言「無布施経」　石田幸雄
●チケット発売
４月25日（土）8:30～

（電話受付9:00～）
●入場料　全席指定　正面席
6,500円（補助席6,000円）、
脇正面席6,000円（補助席
5,500円）、中正面席5,500円
（補助席5,000円）、学生席
3,500円、小中学生無料（先
着10人程度）
●チケット取り扱い　碧水園

古典芸能伝承の館「碧水園」 ４月の休館日　６・13・20・27・30日
☎・ 25-7949

あしたば白石
４ 月 の 休 館 日　 ５・12・19・
26・29日
☎25-5095・25-6593

図書館

４月の休館日　３・６・13・20・27・30日　☎26-3004　 26-3505
http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

開館時間
火・金・土・日曜日・祝日　9:00～17:00
水・木曜日（祝日を除く）　9:00～19:00
※アテネ絵本コーナー開館時間
　火～日曜日・祝日　9:00～17:00

壽丸屋敷
４月の休館日　無休
☎25-6054（白石まちづくり株
式会社）

弥治郎こけし村
４ 月 の 休 村 日　 １・ ８・
15・22・30日
開村時間　9:00～17:00
☎26-3993
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　地域、そしてこけし愛好家
に愛された、新山福太郎・福
雄工人の作品を展示します。
●期間　４月26日（日）まで
■供養こけし随時受付中
●供養料　１口1,000円
※�詳しくはこけし村までお問
い合わせください。

講座名 開催日 対象・内容 講師 受講料

①子ども日本舞踊教室 第１・３土曜日 11:00～12:00 ３歳～中学生対象 若柳梅京　先生 年2,000円

②子ども茶道教室 第１・３土曜日
（５月～１月）

10:00～11:30 ５歳児（年中）～中学生対象 裏千家　淡交会 月1,000円

③子ども能楽教室 月２回 11:00～12:00 ６歳児（年長）～中学生対象 観世流能楽師
小島英明　先生 無料

④尺八講座 第１水・
第3土曜日 13:00～15:00 初心者の方も歓迎します。 川野留五郎先生 無料

⑤表千家茶道講座 第２・４木曜日 10:00～12:00 茶道のマナーを基本から学びましょう。 八巻真理枝先生 月2,000円

⑥香道講座 第１金曜日 10:30～12:30 和の香りでリラックス！（全７回） 竹村玲子　先生 月3,000円

⑦江戸千家茶道講座 月３回水曜日 18:00～21:00 宗家直々のおけいこです！ 若宗匠 川上紹雪 先生 月3,500円

⑧高砂を謡う会 第２・４金曜日 18:30～20:30 おなかの底から声を出して！ 高砂を謡う会実行委員会 月500円

⑨三味線教室（サークル） 第１・３土曜日 15:30～17:00 初心者の方も歓迎します。 高橋朋美　先生 月3,000円

■「薬膳料理ビギナーズサ
ークル」会員募集

　食材のチカラを知って旬の
野菜で２品作ります。男性大
歓迎！　新サークルです！
●活動日　５月９日（土）～月
１回　第２土曜日
●時間　9:30～12:00
●募集定員　10人

●講師　石
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●会費　月2,000円
■あしたばミニ美術館

「水墨画展」展
　あしたば水墨画サークルの
皆さんの素

す
晴
ばら
しい作品をぜひ

ご覧ください。
●期間　４月７日（火）～５月
１日（金）
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