
今月のおすすめの本
一般書
■�ブラック・チェンバー・ミ
ュージック
　阿

あ
部
べ
和
かず
重
しげ
　著

　毎日新聞出版
　１冊の映画雑誌を手に
入れるという謎の「極秘
任務」。40歳を前にキャ
リアを失った横口健二
は、北朝鮮の女密使とと
もに、国家を揺るがす禁
断の真実を追うこととな
り…。

児童書
■�ツッコミたくなるおさかな
図鑑
　さかなのおにいさんかわちゃん　著
　ワニブックス
　生まれて０秒で弱肉強
食かい！　生まれた時か
らオジサンかい！　さか
なや海の生き物のもつ生
態や特徴を、おもしろさ
最優先のイラストと４コ
マ漫画、ツッコミ満載の
おもしろ説明文で紹介し
ます。

■�カサコソのかくれんぼ
　�ザ・キャビンカンパニー　作・絵
　偕成社
　やあ。ぼくはごきぶり
のカサコソ。今日もやね
うらべやでかくれんぼ。
ぼくを見つけてね！　か
わいいゴキブリのカサコ
ソが、一緒に住んでいる
やまださんと、かくれん
ぼする楽しいゴキブリさ
がし絵本です。

■傳
でん
田
だ
文
ふみ
男
お
コレクション展

　こけし収集家の傳田文男氏
のコレクションの数々を展示
しています。ぜひ、ご覧くだ
さい。
●期間　９月26日（日）まで
■こけしの絵付け体験実施中
　自分だけのオリジナルこけ

しを描いてみませんか？
●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。

９月の休館日　３・６・13・21・24・27日　
☎26-3004　 26-3505
https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/31

図書館
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

■�小
お
野
の
越
えつ
郎
ろう
　津軽三味線コ

ンサート～夜長月を彩る
音たち2021～

●日時　９月４日（土）
昼の部14:00～（開場13:30）
夜の部18:00～（開場17:30）
●定員　各部40人（２部）
●料金　一般2,000円・高校
生以下1,000円（全席自由）
問小野　☎090-9748-4464
■�日

くさ
下
か
徳
とく
衛
えい
遺作展　アート

写真展
　永い写真活動の中でたどり
り着いたアート写真を中心に
約40点を展示します。
●期間　９月８日（水）～13日
（月）10:00～16:00

壽丸屋敷 ９月の休館日　７・14・21・28日
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

弥治郎こけし村
９月の休村日　１・８・15・22・
29日　開村時間　9:00～17:00
☎26-3993

■�しろいしマルシェ

　手作り作家さんのたちのす
てきな作品の展示販売やワー
クショップなど、ぜひお楽し
みください。
●日時　９月25日（土）・26日
（日）10:00～15:00
●内容　畳小物、陶器、アク
セサリー、布小物、縁日など
盛りだくさん。
問菅

かん
野
の
　☎090-3750-0955

古典芸能伝承の館
「碧水園」

９月の休館日　６・13・21・�
24・27日
☎・ 25-7949
■伝統芸能フェスティバル
を開催しました

　７月11日、２年ぶりに碧
水園能舞台で「伝統芸能フェ
スティバル」が開催されまし
た。尺八、詩吟、日本舞踊、
仕
し
舞
まい
、謡曲、神楽が披露され、

夏の暑い一日が日本文化一色
に染まりました。

あしたば白石 ９月の休館日　５・12・19・20・23・26日
☎25-5095・25-6593

■蔵書点検のため休館します
　休館中は、玄関脇の青い「返
却ポスト」をご利用ください。
　ただし、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
入れず、開館後にカウンター
に返却してください。
●期間　10月３日（日）～10日（日）
※アテネ絵本コーナーも同様
　に休館となります。
■�リサイクル市開催中
　図書館で役割を終えた本を
無償提供しています。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
※�本を入れる袋などは持参く
ださい。
■�絵本であそぼう
　絵本の読み聞かせと楽しい
作品づくりをします。
●テーマ　ドラえもん
●日時　９月11日（土）10:00
～（受付9:50～）

●定員　10人（先着順）
●場所　アテネ１階
■�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。
●日時　９月16日（木）15:20～
●場所　アテネ２階絵本コーナー
■�天使のおはなしひろば
　0・1・2歳向けの読み聞か
せです。
●日時　９月26日（日）10:30～
●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
の予約もできます。
●日時・場所
①９月７日（火）
� 9:40～10:10　観音崎住宅
10:20～10:50　寿山南公園前
②９月８日（水）
14:00～14:20　越河駅前
③９月17日（金）
13:40～14:10　斎川中央集会所前

■講座受講生募集
受付開始日　９月２日（木）～
●受付時間　8:30～17:00
※本人が申し込みください。
※�マスクを着用して受講して
ください。
①焼き物から見る白石の歴
史　～白石窯と白石焼～

　遺跡からかつての白石の陶
磁器産業について学びましょ
う。白川犬卒都婆の東北古窯跡
や、福岡蔵本の鍋石窯跡など。
●日時　９月29日（水）
　　　　13:30～15:00
●講師　菊

きく
地
ち
逸
いつ
夫
お
さん

●定員　20人

●参加費　200円
●持ち物　筆記用具、水分
②白石まちブラ「ランプ博
物館へ行こう」
～東町アル・スィラージュ～

　古代オリエントのテラコッ
タランプを中心に、日本、中
国、韓国の「あかり」のコレ
クションを見に行こう！　つ
くし公園からゆっくり片道
700ｍ歩きます。
●日時　９月30日（木）
１班9:10　２班10:00
●集合場所　つくし公園
●講師　渡

わた
辺
なべ
信
のぶ
男
お
さん

●定員　16人（８人×２班）
●参加費　200円

●持ち物　水分
③色鉛筆で遊ぼう！　臨床
美術体験

　人気につき第３弾！「臨床
美術」とは、認知症予防、ス
トレス緩和、子どもの情操教
育に効果が期待できるアート
セラピーです。
●日時　９月28日、10月26
日、11月30日（すべて火曜日・
全３回）13:30～15:15
●講師　日

くさ
下
か
美
み
貴
き
子
こ
さん

●定員　８人（初受講生のみ）
●参加費　1,000円
●持ち物　材料代700円（３
作品分）、鉛筆、消しゴム、水分
■あしたば展示コーナー
　小

こ
島
じま
文
ふみ
美
よし
　鉄道写真展

　素晴らしい作品をぜひご覧
ください。
●期間　９月１日（水）～28日（火）

※ 10月に予定していた「あしたばまつり」は中止になりました。
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