
まいまいつむりの
手芸教室

柴田外男の
切り絵教室

ＤＶＤ上映（134 分）　※入場無料

日時：3月 12日（土）14：00～
※2月開催予定でしたが、感染拡大防止のため延期となりました

場所：一戸町コミュニティセンター　視聴覚室

リーヴルシネマのお知らせ（一般向け映画会）リーヴルシネマのお知らせ（一般向け映画会）

『　影 裏　』『　影 裏　』

指定管理者：いちのへ文化・芸術NPO　　

ＴＥＬ 0195-31-1400　ＦＡＸ 0195-31-1888

一戸町立図書館だより
発行　一戸町立図書館

一戸町在住のグラフィックデザイナー柴田外男氏を講

師に切り絵教室を開催します。

■場　所：一戸町コミュニティセンター　ホール

■対　象：小学生中学年から一般　※小学生は保護者同伴

■定　員：先着 15 名

■参加費：500 円（当日徴収）

■持ち物 ：赤いボールペン、三角定規、筆 2本

※キャンセルは開催３日前までにお知らせください

ひゃっか王のクイズを『ポプラディア百科事典』と図書館

の本、図書館内のヒントをてがかりにといてみよう！

すべてのなぞを解くと、クリアファイルをゲット！

■受付時間：10:00 ～ 11:00、14:00 ～ 15:00

■場所：一戸町立図書館　児童コーナー　※受付はカウンター

■対象：小学生、中学生

田中舘愛橘記念科学館から講師を招き、空気や水を使った

サイエンスショーと科学工作を行います。

場所：一戸町コミュニティセンター　ホール

講師：田中舘愛橘記念科学館　加茂あかね氏

対象：小学生 20 名とその保護者

参加費：無料

申込：2月 22 日～（定員になり次第締切）
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映画の上映と、食べ物の絵本の読み聞かせを行います。

入場無料、申込不要です。

映画：『くまのがっこう　パティシエ・ジャッキーと

　　　 おひさまのスイーツ』33 分

場所：一戸町コミュニティセンター　ホール

地域おこし事業

柴田外男の
切り絵教室

まいまいつむりの
手芸教室

2月27日（日）10:00～12:30 3月27日（日）①10:00～11:30②13:00～15:00
刺繡作家まいまいつむり（來田舞子）氏を講師に、工

作・刺繍教室を開催します。

①ボタン工作 … 定員 20 人 ( 幼児親子～一般 )

②ニャンドゥティストラップ作り

　　　　　　 … 定員 10 人 ( 小学生～一般 )

■場　所：一戸町コミュニティセンター　ホール

■参加費：①300 円②500 円（当日徴収）

■申　込：2/27（日）～ (定員になり次第締切 )

＊春休み＊

おはなしシアター
＊春休み＊

おはなしシアター

ひゃっか王からの
挑戦状

図書館なぞ解きイベント 親子 deサイエンス図書館

びっくり
サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

2/11 12 132/11 12 13

一日
20人
限定 3/21 14:00～15:30（月）

3/20（日）　14:00～15:30

※すべての予定は、変更・中止になる場合があります



音読には、脳を元気にするメリット

がたくさんある！一日一分で、高齢

者には認知症予防に、働く現役世代

にはうつ病予防の効果も。『論語』、

『枕草子』、『蜘蛛の糸』など、過去

教科書に掲載された名作を収録。音

読のアドバイスも有。

定期事業のお知らせ

おすすめ

図書館にはいろいろな

本があるよ！

休館日カレンダー
は休館日です

●とことこおはなし会　10：45 ～
2 月 18 日（金）
テーマ：「　どうぶつ　」
3 月 18 日（金）
テーマ：「　ことば　」
場所：地域子育て支援センターのびのび
対象：0歳～ 3歳児

読書案内

「人は三千円の使い方で人生が決ま

る」――。就職して理想の一人暮ら

しを始めたはずが、今後の人生に漠

然と不安を感じる御厨美帆。節約を

始めようと、姉の真帆へ相談し…。

御厨家の女たちは、お金をどう貯め、

どう使うのか。「節約」家族小説。

『三千円の使いかた』
　　　　　　原田 ひ香／著　中央公論新社／刊

おすすめ 『脳が毎日元気になる !
　　　　　　　　音読 1日 1分』
　　 加藤 俊徳／監修　出口 汪監／監修　新星出版社／刊

　『もしも地球がひっくり返ったら』
　　　　　　　　　 川村 康文／監修　学研プラス／刊

もしも地球が立方体だったら？

もしもヘビに足が生えてきたら？

身近な疑問から、ありえない想像

の事まで、かわいいイラストと共

にあらゆる「もしも」を科学的に

徹底解説。身近な「もしも」の

疑問を解決してみよう。

おすすめ

郷土の本
おすすめ

『いわてダ・ヴィンチ 2022
           ウォーカームック』
　　　　　　　　　　     ＫＡＤＯＫＡＷＡ／刊

※今後の状況により予定が変更になる場合があります

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

※館内除菌作業のため、当面の間 10時開館となります

●としょかん映画会　11：00 ～　
2 月 12 日（土）　
　感染拡大防止のため中止となります

3 月 12 日（土）
　『ふしぎ駄菓子屋銭天堂　第一話・二話』（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

昨年の『いわてダ・ヴィンチ 2021』

で読者アンケート 1位だった声優・

浅沼晋太郎さん（盛岡市出身）が

巻頭インタビューを飾る。ドラマ

や映画で活躍中の俳優・戸塚純貴

さんやある恩人の後押しで岩手県

に移住し活躍中の芸人・天津木村

さんのインタビューも掲載。
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