
今月のおすすめの本
一般書
■バンクシー
　バンクシー　画
　ジョン・ブランドラー　著
　アレッサンドラ・マッタンザ　著
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　新星出版社
　落書きという犯罪行為
を、高度なアートへと作
り変えたバンクシー。サ
ザビーズオークションで
切り刻まれた作品を含む
140点以上を解説付きで
収録します。

児童書
■ ここではない、どこか遠くへ
　本
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　作
　みなはむ　絵
　小峰書店
　家庭環境に悩みを抱
え、学校でも疎外感を感
じている４人の小学６年
生。「ここではない、ど
こか遠くへ」の憧れをつ
のらせた彼らは、最後の
夏休み、旅に出ます。電
車を乗り継ぎ、「夢の場
所」へと向かう中で気づ
いたこととは…。

■ もしものくに
　馬

ば
場
ば

のぼる　作
　こぐま社
　もしも羽があったら？
小人になったら？　個性
豊かな子どもたちの楽し
い空想の世界を描きま
す。1966年から約２年
間発行された月刊絵本
「ロンパールームのほん」
に連載された馬場のぼる
の１枚絵シリーズをもと
に絵本化した作品です。

絵本■こけし供養祭
　心を癒やしてくれた「こけ
し」に感謝するために、お焚

た

きあげによって供養します。
10月８日（金）午前中までに
供養料を添えてお持ち込みく
ださい。詳しくは、こけし村
にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症
　拡大防止のため、関係者の
　みで執り行います。
●日時　10月８日（金）
　　　　16:00～
●供養料　１口　1,000円

10月の休館日　３～11・18・25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

弥治郎こけし村
10月の休村日　６・13・20・
27日
開村時間9:00～17:00　☎26-3993

古典芸能伝承の館
「碧水園」

10月の休館日　４・11・18・
25日
☎・ 25-7949

あしたば白石 10月の休館日　３・10・17・24・31日
☎25-5095・25-6593

■電子図書館が始まります
　約500タイトルの電子書籍
を無料で読むことができるサ
ービスが始まります。お手持
ちのパソコン、スマートフォ
ンからお好きな時間にご利用
できます。開始日やログイン
の方法などは、後日ホームペ
ージでお知らせします。
●開始日　10月20日（水）予定
●対象　白石市に在住、通勤、
通学されている利用者カード
をお持ちの方
●貸出冊数　ひとり２冊まで
１週間、予約は２冊まで、予
約の取置きは１週間
※�利用する前に利用者カード
を作成する必要がありま
す。住所が確認できるもの
（身分証のほかに郵便物や
電子明細書などでも可）を
持参し、館内カウンターで
申し込みをお願いします。

■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
　役割を終えた本をひとり
10冊まで無償提供します。
●会場　図書館２階閲覧室前
リサイクル本コーナー
※�11月６日（土）に本を入れ
替えます。
※�本を入れる袋は持参ください。
■ おはなしひろば
　ボランティアさんたちが楽
しい絵本を読んでくれます。
●日時　10月14日（木）15:20～
　　　　10月23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
　学校や施設のほかにも市内
を巡回しています。
●日時・場所
①10月19日（火）
� 9:40～10:10　観音崎住宅
10:20～10:50　寿山南公園前
②10月20日（水）
14:00～14:20　越河駅前
③10月22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　10月４日（月）
8:30～17:00
※本人が申し込みください。
■俺にまかせろ夜ごはん
　料理初心者の男性が対象。
簡単なおかずを２品作ってみ
ましょう！　会食はせず、で
きあがったものは持ち帰りと
なります。
※�料理が苦手な女性も３人ま
で可

●日時　10月28日、11月25
日、12月23日（すべて木曜日・
全３回）14:00～
●講師　小

こ
室
むろ
照
てる
枝
え
さん

●定員　９人
●参加費　1,000円
●持ち物　材料代2,000円
（３回分）、エプロン、三角巾、
布巾１枚、持ち帰りタッパー、
筆記用具

■パンジーとビオラの寄せ植え
　パンジー、ビオラの特徴な
どを座学で学び、植え付けは
自宅で行います。
●日時　11月４日（木）10:00～
●講師　平

ひら
間
ま
拓
たく
也
や
さん

●定員　12人
●参加費　500円
●持ち物　筆記用具、持ち帰
り用袋（苗５株）
■あしたば丘の発表会
　あしたば白石を拠点に活動
中のサークルの発表です。
①三味線とマジックショー

●日時　10月30日（土）
　　　　10:00～11:45
●出演団体　三味線愛好会、

葉健漣の会、マジックサーク
ル遊友
●定員　30人（申込必要）
②白石民話とギターと日本

舞踊ショー

●日時　10月31日（日）
　　　　10:00～11:45
●出演団体　白石民話の会、
ギターかのん、アルターズギ
ター、プロムナード白石、梅
園舞踊教室さくら、すみれ
●定員　30人（申込必要）
■あしたば展示コーナー
　「川柳展」
　あしたば川柳サークルの皆
さんの作品です。ぜひご覧く
ださい。
●期間　10月４日（月）～28日（木）

■碧水園の復旧工事を行います
　令和３年２月13日に発生
した福島県沖地震により被災
した能楽堂の復旧工事が10

月から始まります。
　臨時休館となる場合があり
ますのでご理解、ご協力をお
願いします。
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♪　秋の和布手作
り作品展

●日時　10月15日（金）～17
日（日）10:00～16:00
●内容　和布リメイク作品、バ
ッグ、和布小物、布マスクほか
●出品者　河村洋裁教室、工
房すえ、ファロンバ敦子、白
石・人形の蔵
●主催　和布手づくりの会
■和の手作り展＆秋の演芸会!
●日時　10月30日（土）
10:00～16:00
（屋敷で展示・販売）
10月31日（日）10:00～15:00
（ステージで演芸と屋敷で展
示・販売）

壽丸屋敷 10月の休館日　５・12・19・26日
☎25-6054（白石まちづくり株式会社）

●内容
【展示・販売】和布、和小物、
クラフトバッグ、ベーグル、
新鮮野菜ほか

【演芸会】安
やす
来
き
節
ぶし
・南京玉す

だれ・どじょうすくいなど
●主催　“和”を愛する仲間たち
■ すまいるギャラリー常設

写真展
●期間　12月まで（ステージ
でのイベント開催時を除く）
●場所　すまｉるひろばステージ
●内容　屋外ギャラリーで白
石周辺のイベントや風景写真
の展示
●主催　矢
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施設案内
図書館新刊


