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岩手県立図書館巡回展示「岩手のミステリー作家たち」　4 月 20 日（金）～ 29 日（日）

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

あふれる涙がとまらない
★イベント報告★

＊クッキーは作りません。クッキーをデコレーションします。

第 2回 絵本 de
クッキング♪

地域おこし事業×子ども読書の日

クッキーを作るお話の絵本の読み聞かせや、
北舘菓子舗さんによるクッキーの作り方を教わります。

～ごしょどんのアイシングクッキーをつくろう！～

場　   所：一戸町コミュニティセンター ホール

講　   師：北舘菓子舗　小保内 和恵 氏　川原恵美 氏

対   　象：どなたでも参加できます　

募集人数：先着３０名

参 加 費 ：５００円（クッキー、飲み物代）　

　　　　　※当日集めます。

申　   込：４月 20 日（金）～５月８日（火）まで

            　一戸町立図書館カウンターまたは、電話にて受付。

　　　　　※定員になり次第締切させていただきます。

お知らせ： クッキーの材料は、岩手県産、一戸町雑穀、卵、小麦粉を使用します

　　　　　  アレルギーがある方は、事前にご確認ください。

　　　　　　　　　　　　　 

日　   時：５月 12 日（土）10:00 ～ 12:00  ※当日 9:30 から受付開始

クッキー作りのお話を聞いて、
オリジナルの｢ごしょどんアイシングクッキー｣を
つくっちゃお♪　ごしょどんも遊びにくるよ～

地域おこし事業×子ども読書の日

御所野遺跡の世界文化遺産登録推進

イメージキャラクター

「ごしょどん、ごしょたん」

ごしょどんもいくよ～
いっしょにつくりたいな

「室内管弦楽」と「朗読」による
　　　　　　　　　〝マヤの一生” 特別演奏会

　3月 10 日（土）、町合併 60 周年、一戸町立図書館・

一戸町コミュニティセンター開館 15 周年記念事業と

して本公演を開催しました。演奏はジュエル・ミュー

ジック室内管弦楽団 、朗読は中村純子様です。

　戦争児童文学『マヤの一生』（椋鳩十 /作）の朗読に

物語の終盤、会場は感動の涙につつまれました。

　ご来場の方からは「自然に涙が流れ久しぶりにいい

音色に接し、心まで清々しくなりました」  「日ごろは

手を伸ばしにくい椋鳩十の文学ですが、朗読と演奏

によってふれることができ良かった」など、感想を

いただきました。ご来場の皆様、関係者の皆様ありが

　　とうございました。

日時：5月 12日（土）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：福山雅治 他、125 分）

ある日、産院からの電話で、6歳になる息子が取り違え
られた他人の子だと判明する。血のつながりか、共に
過ごした時間か。突き付けられる慟哭の選択。

『そして父になる』

リーヴルシネ
マのご案内

  （一般向け図
書館映画会）

絵本をのせた
キャラバンカー

がやってくる！

第 8 回「本のリサイクル市」同時開催

　　6 月 16 日（土）～ 17 日（日）

講談社「本とあそぼう！全国訪問おはなし隊」
絵本を乗せたキャラバンカーでの自由読書や、

おはなし隊とボランティアによる読み聞かせを行います。

【特別展示のお知らせ】

参加者
大募集

日時：6月 16日（土）
　　　10：30 ～ 11：35　
場所：一戸町コミュニティ
　　　センター



読書案内

定期事業のお知らせ

●としょかん映画会　11：00 ～
　4月 28 日（土）   『あかずきんちゃん』（19分）
　5月 26 日（土）『バラの花とジョー』 （21 分）
　　　　　　　　　　（やなせたかし原作）
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）

●とことこおはなし会　10：45 ～　
　4月 20 日（金）テーマ：「はるだよ ぽっかぽか」
　5月 18 日（金）テーマ：「るんるん おさんぽ」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児

『そして、バトンは渡された』
瀬尾　まいこ／著　文藝春秋／刊

『こどものための道徳　生き方編』
齋藤　孝／著　ビジネス社／刊

『地から　食をつくる、つなぐ、いわての力』
地から編集会議室／編・刊　　　　　　　　　　　　

おすすめ

郷土の本
おすすめ

いわての食に関わる人々を

応援する情報誌。２号では

一戸町の「町の米屋・駒木

米穀店」や、二戸市浄法寺

町の小山田豆腐店の「木綿

豆腐」などを紹介。

丁寧に、そして真摯に「食」

と「人」をつなぐ、県内の

人々について伝えています。

梅パワーで元気に暮らす ! 

「黒焼き梅」「梅発酵液」

「烏梅（うばい）」「発酵梅

ジュース」の作り方から、

極上の減塩梅干し作り、絶

品梅料理、ジャムや梅肉エ

キスなど加工の技、美味し

い梅をたくさん収穫するた

めの栽培法も紹介。

おすすめ

２０１８年度から小学校で

２０１９年度から中学校で

正式な教科となる道徳につ

いて紹介。生き方編では、

家族、命の大切さ、おカネ

から読書、グローバル化、

生活習慣にいたるまで、日

常生活に役立つコツを伝え

る。学び方編もあり。

血の繫がらない親の間を

リレーされ、4回も名字が

変わった森宮優子、17 歳。

父親が 3人、母親が 2人。

だけどいつでも両親を愛し

愛されていた。

身近な人が愛おしくなる、

優しい物語。

図書館にもたくさん

本があるよ！
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蔵書点検のため 6/5~6/8 まで休館します

おすすめ

『農家が教える梅づくし』
農文協／編　農山漁村文化協会／刊


