施設案内
あしたば白石
■宮城県の神社のはなし
神社って何？ 白石刈田に
はどれくらいあるの？ 県内
の主な神社について知ってい
るようで知らない話をぜひ聞
いてください！
（金）
●日時 11月20日
10:00 ～
さ とうふみ ひ こ
●講師 佐藤文比古さん（神
明社祢宜）
●定員 25人
●参加費 無料
●持ち物 筆記用具、
マスク、
飲み物
●受付開始日 11月４日（水）

▲神明社の鳥居

弥治郎こけし村
■本とこけし展
こけしとそれにまつわる図
書を展示します。
読書の秋、心静かに本とこ
けしと向き合いながら心の旅
をしてみませんか？
●期間 12月27日
（日）
まで
■こけしの絵付け体験実施
中です！

自分だけのオリジナルこけ
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11月 の 休 館 日 １・ ３・ ８・
15・22・23・29日
☎25-5095・25-6593
■園芸講座
日本サクラソウ

古典芸能伝承の館
「碧水園」

11月の休館日 ２・４・９・
16・24・30日
☎・ 25-7949
■碧水園主催講座「子ども
能楽教室」開講中

江戸時代から続く伝統の日
本サクラソウの栽培を学んで
みませんか？
芽分けの仕方を学びます。
●日時 12月５日（土）10:00 ～
えんどうのぶとし
●講師 遠藤信利さん
●定員 15人
●参加費 600円（苗代含）
●持ち物 筆記用具、マスク
●受付開始日 11月４日（水）
■あしたばミニ美術館
しおいりよういち
塩入洋一作品展
素晴らしい絵画と写真をど
うぞご覧ください。
●期間 11月５日（木）～26日（木）

11月の休村日 ４・11・18・25日
開村時間 9:00 ～ 16:00
☎26-3993
しを描いてみませんか？
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
●絵付け料 700円（木地代
含む、電動ろくろ使用の場合
は1,000円）
■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。

本年度は３歳から中学１年
生までの13人が、発表会に
向け熱心に稽古に取り組んで
います。

壽丸屋敷
11月 の 休 館 日 ３・10・
17・24日 ☎25-6054
（白石まちづくり株式会社）
■フリーマーケット
●期間 11月８日（日）
9:00 ～ 12:00（少雨決行）
※毎月第２日曜日開催
い
●場所 すまｉるひろば
おおつき
問大槻 ☎080-1800-3278
■写真展㏌壽丸屋敷
写真作品展示、ピンホール
カメラ体験、モデル撮影会、
情報交換、市内高校写真部・
写真サークルの作品展示。
個人が日頃撮った写真をど
なたでも出展できます。
●期間 11月21日
（土）～ 29
日
（日）
10:00 ～ 16:00
●参加費 個人500円、団体
1,000円
※各自タイトル・出展者名を
名刺サイズのカードに書い
て作品の入った額・パネル
に添付してください。
くら ふ と
●主催 蔵富人

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
11月の休館日 ２・４・９・16・24・30日
26-3505
☎26-3004
https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

図書館

■郷土を知る月間2020
「新聞で振り返るあの頃の白石」
明治以降に地元白石や近隣
エリアで発行された新聞の一
部が図書館に所蔵してありま
す。平成30年度に整備した
新聞の目録を活用し、普段は
閲覧することができない昔の
新聞の中から職員が記事を選
んで展示します。
期間中にぜひ図書館へお越
しください。
●期間 11月５日（木）～12月３日（木）
●場所 図書館２階特設コーナー

んなでつくろう！ おはなし
ひろば”です。
読み聞かせに加え、折り紙
で「きょうりゅうとドラえも
ん」を作ります。皆さんの参
加をお待ちしています。
●日時
11月12日（木）15:30 ～
11月15日（日）10:00 ～
●場所 アテネ２階絵本コーナー
※新型コロナウイルス感染症
の影響により、変更となる
場合があります。

刊

館新

図書

今月のおすすめの本

一般書
■ブラック・ライヴズ・マター
河出書房新社
コロナ以降の世界をゆ
るがす「ブラック・ライ
ヴズ・マター」とは何か。
アメリカ、人種主義、ブ
ラックカルチャーなどか
ら、この動きが意味する
ものと未来を考える一冊
です。
児童書
■ぼくのあいぼうはカモノハシ
ミヒャエル・エングラー 作
はたさわゆうこ
すぎはらとも こ

訳

杉原知子 絵
徳間書店
ルフスはお姉ちゃんと
お母さんと一緒にドイツ
に住む男の子。お父さん
はオーストラリアに単身

▲おはなしひろばの様子
▲昨年の郷土を知る月間の様子

■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。おひと
り10冊まで。
●会場
図書館２階閲覧室前リサイ
クル本コーナー
※12月 ５ 日（土）に 本 を 入 れ
替えます。
※本 を 入 れ る 袋 な ど は ご 持
参ください。
※新型コロナウイルス感染症
の影響により、変更となる
場合があります。
■11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。11月15日（土）は“み

■今月のこまくさ号

赴任中です。ある日、ル
フスは人間の言葉をしゃ
べるカモノハシから、故
郷のオーストラリアに帰
るのを手伝ってほしいと
言われ…。
■こんたのさかなつり
た なか ゆ

か こ

田中友佳子
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
①11月10日（火）
9:40 ～ 10:10 観音崎住宅
10:20 ～ 10:50 寿山南公園前
②11月11日（水）
14:00 ～ 14:20 越河駅前
③11月20日（金）
13:40 ～ 14:10 斎川中央集会所前

作・絵

徳間書店
こぎつねのこんたと弟
のこんきちは、くまおじ
さんと釣りに行く約束を
しています。こんたとこ
んきちは、はりきって出
発しますが、帽子が風で
とばされてしまい…。
くまおじさんと釣りを
することはできるのでし
ょうか。
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