
今月のおすすめの本
一般書
■ａｍａｚｏｎのすごい会議
　佐

さ
藤
とう

将
まさ

之
ゆき

　著
　東洋経済新報社
　アマゾンの成長を支え
る会議マネジメントの手
法を、アマゾンジャパン
の立ち上げメンバーが解
説します。新規事業を創
出したい。会議で出され
たアイデアやプランを、
しっかり立ち上げ軌道に
乗せたい。強い組織を作
りたい。このような悩み
を抱える方に役に立つ内
容です。

児童書
■ もっとよのなかルールブック
　高

たか
濱
はま

正
まさ

伸
のぶ

　監修
　林

はやし
ユミ　訳

　日本図書センター
　「大人になる前に知っ
ておいてほしい大切なこ
と」を50のルールにし
てまとめた本です。子ど
もたちに本音で、真っ正
面から向き合い、きれい
ごとではない正直な言葉
を伝えるという著者のポ
リシーに基づいて、語ら
れます。
■ くれよんぐりぐり
　新

あら
井
い

洋
ひろ

行
ゆき

　作・絵
　ＫＡＤＯＫＡＷＡ
　クレヨンたちが、楽し
そうになにか描いている
よ。緑のクレヨンと黄色
のクレヨンが描いている
のは…はっぱにちょうち
ょ。そこに赤いクレヨン
がやってきた。なにを描
くのかな？　横に長くの
びる、楽しいしかけ絵本
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
すので、開館後に返却をお願
いします。
●期間　12月27日（日）17:00
～令和３年１月５日（火）9:00
■ 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。

■ 12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
12月10日（木）15:30～
12月12日（土）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。

■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
①12月１日（火）
 9:40～10:10　観音崎住宅
10:20～10:50　寿山南公園前
②12月２日（水）
14:00～14:20　越河駅前
③12月18日（金）
13:40～14:10　斎川中央集会所前

古典芸能伝承の館「碧水園」 12月の休館日　７・14・21・28日～１月４日
☎・ 25-7949

図書館

12月の休館日　４・７・14・21日・28～１月４日　
☎26-3004　 26-3505
https://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

あしたば白石 12月の休館日　６・13・20・27・29日～１月３日
☎25-5095・25-6593

① ストーンアートで「だるまの
絵付け」をしよう！

　たまごのような白い石（5
×4.5cm 、 一 人 一 個 ） に、
オリジナルだるまを描いてみ
ませんか？
●日時　12月19日（土）
　　　　10:00～
●講師　能

の
城
しろ

智
ち

園
おん

さん
●定員　８人
●参加費　1,300円（材料代含む）
●持ち物　マスク、エプロン、
筆を拭く雑巾、鉛筆、消しゴム

②オラにもできる
　「ローストビーフ」

　男性の参加大歓迎！　エビ
チリ、エビマヨも作ります。
※会食はしません。
●日時　12月22日（火）
　　　　14:00～
●講師　小

こ
室
むろ

照
てる

枝
え

さん
●定員　12人
●参加費　1,600円（材料代含む）
●持ち物　マスク、エプロン、

三角巾、タッパー（大１個、
小２個）、布巾１枚
③ お正月のフラワーアレン

ジメント
　幸せな年になりますように。
お花で年始を飾りましょう！
●日時　12月26日（土）10:30～
●講師　佐

さ
藤
とう

敏
とし

子
こ

さん
●定員　16人
●参加費　2,000円（花器込み）
●持ち物　マスク、花切ハサミ
①～③共通
●受付開始日　12月２日（水）
■あしたばミニ展示コーナー
「丑

うし
田
だ

美
み

代
よ

子
こ

油絵展」
　すてきな作品をどうぞご覧
ください。
●期間　12月３日（木）～26日（土）

■碧水園「舞台清め式・舞
台びらき」開催！ ■手づくり～くらら～

　展示・販売会
　リメイク服や手作り服やバ
ックなどを販売します。
●日時　12月５日（土）
　　　　10:00～16:00
●場所　壽丸屋敷大広間
問府

ふ
金
がね

　☎090-6854-5895

　一年の初めの清め式。厳粛
な神事とおめでたい神楽や餅
まきの伝統行事をお楽しみく
ださい。また、伝統芸能であ
る日本舞踊や琴などの披露も
ありますので、皆さまお誘い
合わせのうえお越しください。
●日時　１月11日（月）
13:00～舞台清め式

13:30～榊流大町神楽　ほか
※ 会場内での新型コロナウイ

ルス感染防止対策にご協力
をお願いします

■碧水園能「喜多流能公演」
中止について

　例年２月に開催している
「喜多流能公演」は中止とな
りました。

■東北七ヶ宿焼展
～七ヶ宿焼き東北炭流し展覧会～
　七ヶ宿町で制作している
七ヶ宿焼の展示と販売。
●期間　12月19日（土）～
27日（日）
●場所　壽丸屋敷大広間
問無限陶房　☎26-8290

壽丸屋敷
12月の休館日　１・８・15・29日
～１月５日（火）　☎25-6054

（白石まちづくり株式会社）

■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、弥治郎系の小倉勝志工
人が初挽きを行います。
　本年度は、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　令和３年１月２日

（土）10:00～
■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。
　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！

弥治郎こけし村 12月の休村日　２・９・16・23・29日～１月３日
開村時間　9:00～16:00　☎26-3993

　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）
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