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一戸町立図書館・一戸町コミュニティセンター開館 15 周年特別記念事業

3月 10日（土）14:00 ～　原作：椋鳩十著『マヤの一生』　※入場無料
「室内管弦楽」と「朗読」による マヤの一生 特別演奏会

一戸の小正月行
事を

みんなでたのし
みませんか？ 　忍たまたちと

まなぼう！

冬休み特別☆と
しょかん映画会

日時：1月 14日（日）14：00 ～　※入場無料
場所：一戸町コミュニティセンター  視聴覚室

（出演：宮沢りえ 他、99 分）

原爆投下から 3年後の広島を舞台に、生き残ったこと
への負い目を感じている娘と、そんな彼女の前に幽霊
となって 現れた父との心温まる物語。

11 月 12 日（日）に開催の教室には、11 名の方が

参加してくださいました。木工の匠・山井勇さん

から、組子紋様細工の作り

方を学び、組み立てます。

木の香り、木の色、木の温

もりを感じながら、オリジ

ナルの作品を作っていました。

忍者のたまご「忍たま」の乱太郎・きり丸・しんべヱの
仲よし 3人組はある日、ひょんなことから宇宙の大冒険
に出発する！宇宙科学番組「コズミックフロント☆NEXT」
とのコラボ作品を上映します。

日時：12月 22日 ( 金 )  14:00 ～　※入場無料
場所：一戸町コミュニティセンター　ホール　 　　　　　　　　　　　　　　

予告イベント

ぶっくんレターぶっくんレターぶっくんレター
一戸町立図書館だより

リーヴルシネ
マのご案内

  （一般向け図
書館映画会）

「組子紋様細工教室」 「としょかんおはなし会と
　みんな大好き！ 11ぴきのねこの撮影会」

大好評！図書館イベント　たくさんのご参加ありがとうございました☆

みなさんの素敵な作品が完成しました～☆彡

どんな作品にしようかな？

「組子紋様細工教室」 「としょかんおはなし会と
　みんな大好き！ 11ぴきのねこの撮影会」
12 月 3 日（日）に開催した、「としょかんおはなし会と

みんな大好き！ 11 ぴきのねこの撮影会」には、92 名の

方が参加してくださいました♪

図書館にも遊びにきたよ☆ 『11 ぴきのねこ』も読みました

みんなでパチリ☆楽しいおはなし会でした～

『忍たま乱太郎の宇宙大冒険』

『父と暮せば』

（50 分） ミズキ団子づくり ×
としょかんおはなし会
 ミズキ団子づくり ×
としょかんおはなし会

日時：1月 13日 ( 土 )  14:00 ～　※入場無料
場所：一戸町コミュニティセンター　ホール

対象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）　

としょかんおはなし会では、「おはなしボラン
ティア」をゲストにお招きし、一戸の昔ばな
しなどの読み聞かせをします♪
　みなさんのご参加をお待ちしております！　　　　　　　　　　　　　　

昨年の様子



読書案内 おすすめの本を紹介します

『みさと町立図書館分館』
髙森　美由紀／著　産業編集センター／刊

『教科で学ぶパンダ学』
小宮　輝之／監修　稲葉　茂勝／著　今人舎／刊

『ニッポンのおみくじ』
鏑木　麻矢／著　グラフィック社／刊　　　　　　　　

定期事業のお知らせ

●としょかん映画会　11：00 ～
　12 月 16 日（土）『クリスマスの鐘』 　（20分）
　  1 月 27 日（土）『おにたのぼうし』 （18 分）
場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室
対象：幼児から小学生

休館日カレンダー
は休館日です

〇開館時間
　平　日　　　　10:00 ～ 19:00
　土・日・祝日　  9:00 ～ 18:00

〇休館日
　毎週月曜日（祝日は開館）
　祝日の翌日
　年末年始（12/29 ～ 1/3）

『縄文時代のアスファルト利用Ⅰ』
アスファルト研究会／編　

いちのへ文化・芸術ＮＰＯ／刊　　　　　　　　　　　　

おすすめ

 小説
おすすめ

郷土の本
おすすめ

縄文時代の天然アスファルト

は、縄文時代には接着剤、補

修材、顔料など無くてはなら

ないものだった。北東北にお

けるアスファルト流通からみ

える縄文社会の交流とは。
12/17 まで「えっ！縄文時代にアス

ファルト？」展も

開催中です。

特別展示　「若い人へ贈る読書のすすめ」
　 1 月 4 日（木）～ 1月 28 日（日）

おみくじを引く時の心得は？

引いた後は木に結んでいい？

もう一回引いてもいい？など

など、おみくじを引くときの

悩みを解決！人生のライフロ

グになるおみくじの魅力が満

載。盛岡八幡宮の「鯛みくじ」

など、全国のご当地おみくじ

も紹介しています。

初春

２０１７年６月上野動物園で

パンダの赤ちゃんが生まれま

した。名前はシャンシャン。

「かわいい」だけのパンダだ

けでなく、日本に初めて来た

パンダや、パンダ外交、保護

活動などさまざまな面から知

ることができます。パンダの

全てがわかる本。

北国の田舎町の図書館分館

にはさまざまな人が来る―。

みさと町立図書館分館に勤

める遥は、33 歳独身の実家

暮らし。穏やかに流れてい

く田舎の風景と小さな町で

の人間関係を描いた心温ま

る物語。

日時：12月 22日 ( 金 )  14:00 ～　※入場無料
場所：一戸町コミュニティセンター　ホール　 　　　　　　　　　　　　　　●とことこおはなし会　10：45 ～　

　12 月 15 日（金）テーマ：「クリスマス」
　  1 月 19 日（金）テーマ：「ふゆ」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児
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※12/28 は 17時閉館です
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