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新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントの延期、中止、内容の変更が生じ
る場合があります。検温やアルコール消毒、マスクの着用などに協力願います。

朗読劇ワークショップ発表会
問 生涯学習課総務担当 ☎72-5035

　発表会に向けて練習を重ね、一つの舞台を作りまし
た。市民による手づくりの心のこもった朗読劇を楽し
んでください。

日時　10月17日㈰　11時、15時（2回上演）
場所　大崎市図書館ホール
定員　各先着50人
申込　10月4日㈪から電話で申し込み
内容　命の大切さを描く「ファミリアー」、軽快なやり取り
が楽しい「サンタクロース会議」

大崎市市民文化祭の開催
問 生涯学習課総務担当 ☎72-5035
　市民の皆さんが、舞踊や民謡などのステージのほか、
書道や絵画などの展示で、日ごろの活動の成果を発表し
ます。
❖日時・場所
地
域 内容 日時 場所

古
川

発表の部 10月30日㈯　10時～16時
10月31日㈰　11時～15時 大崎市民会館

展示の部
（ 書 道・俳 句

など）

【前期】10月29日㈮～31日㈰ 
　　　10時～17時

【後期】11月 5日㈮～07日㈰ 
10時～17時

※10月31日 ㈰、11月7日 ㈰ は
16時まで、第4展示室（蔵）は
15時までの展示です。

大崎市民ギャ
ラリー（緒絶の
館）

展示の部
（華道・創作）

10月30日㈯　10時～17時
10月31日㈰　10時～16時

図 書 館（ 来 楽
里ホール）

鹿
島
台

発表の部
10月30日㈯09時30分～16時

鹿 島 台 瑞・
華・翠 交 流 施
設（ 鎌 田 記 念
ホール）展示の部

鳴
子
温
泉

発表の部 11月 7日㈰  10時30分～15時
鳴子公民館展示の部 11月 6日㈯  09時～17時

11月 7日㈰  09時～15時
田
尻

発表の部
11月03日㈬㈷ 9時～15時 田尻文化セン

ター展示の部
　各地域の開催状況については、各基幹公民館などに
問い合わせください。
▶古川地域　問大崎市民会館 ☎22-2649
▶鹿島台地域　問鹿島台公民館 ☎56-2510
▶鳴子温泉地域　問鳴子公民館 ☎82-2101
▶田尻地域　問沼部公民館 ☎39-0213
※松山地域、三本木地域、岩出山地域については、中止

します。

秋のスポーツイベント
問 生涯学習課事業担当 ☎72-5035

❖ノルディックウォーキング体験会in田尻
日時　10月17日㈰　9時～12時
場所　加護坊パークゴルフ場周辺（田尻地域）
対象　初心者、愛好者など経験は問いません
定員　先着50人
参加費　500円
持参する物　マスク、飲み物、タオル、雨具
申込　10月13日㈬まで電話で申し込み

❖スポーツフィールドおおさき市民交流会
　年齢を問わず楽しめるニュースポーツ「クッブ」の交
流大会に出場するチームを募集します。

日時　11月21日㈰　9時～11時30分
場所　古川総合体育館　屋内運動場
対象　❶交流大会：市内在住の人（6人1チーム）❷体験
会：市内在住の人（当日参加可）
定員　先着16チーム
参加費　無料
申込　10月27日㈬まで各基幹公民館に備え付けの用
紙にて申し込み

▽ ：毎週金曜日  18:30～18:40　77.1MHz
　スマートフォンアプリ「radiko」で、1週間前までさかのぼって
聞くことができます。
　Youtubeチャンネルを開設しました！
　動画でも大崎市の魅力を発信しています。
　　　▶「オオサキユノラジちゃんねる」QR コード

▽おおさきエフエム放送：83.5MHz（http://oosaki-fm.or.jp/）
　月～金曜日  ❶7:30～7:35 ❷12:00～12:05 ❸17:50～17:55
　土・日曜日  ❶8:00～8:10 ❷12:00～12:10 ❸19:00～19:10

Vol.182「図書館とマンガ」
　マンガを読んでいてふと、作中の時代背景や文化、元
ネタなどが気になり、調べたことがある人もいるので
はないでしょうか。
　「大正って、どんな時代だったのだろう？」「錬金術っ
て、実際にあったの？」「このキャラクターの先祖って、
どんな人？」など、疑問が尽きない人はぜひ図書館で調
べてみてください。インターネットでは手に入らない
ディープな情報が見つかるかもしれません。

図書館図書館だよりだより　　☎22-0002

『コレクション日本歌人043』
佐藤信一著
和歌文学会 監修
笠間書院 刊
日本を代表する歌人の秀
歌をまとめたアンソロ
ジーシリーズ。この巻で
は、平安前期最大の漢詩
人であり、政治家であっ
た菅原道真の歌を取り上
げています。

『学研まんがNEW日本
の歴史11』
大石学 総監修
学研プラス 刊

『ブレイブ・ストーリー
上』
宮部みゆき 著
角川書店 刊

大正と昭和の日本の歴
史を漫画で紹介。見返し
掲載の「もののはじま
り」では、交通機関や機
械、食べ物など、当時の
暮らしを垣間見ること
ができます。

東京に住む小学5年生
の亘

わたる

が、剣と魔法と物
語の神が君臨する異世
界へと旅立ちます。漫画

「ブレイブ・ストーリー」
（小野洋一郎/ 絵）の原作
本です。

『海賊の世界史』
桃井治郎 著
中央公論新社 刊

古代ギリシャから大海
賊時代、現代ソマリアま
で2千年にわたる海賊
の歴史を多様な視座で
読み解きます。

FMラジオで市の情報を発信中FM-radio

おおさき文化を創るいろいろなもの。本、音楽、スポーツ、
心を豊かにする遊びの情報を届けます。

『錬金術のイメージ・
シンボル事典』
リンディー・エイブラハム 著
アルファベータブックス 刊
16~17世紀の錬金術文
献を中心に精査し、錬金
術における用語などを
網羅的に収録。物理的観
点と哲学的観点双方の
視点から分かりやすく
解説しています。

1010月の移動図書館「きらり号」月の移動図書館「きらり号」

1日㈮・
 15日㈮

　

松山駅前区集会所（9:50～10:35）  
下伊場野水辺の楽校駐車場（11:10～11:55）
三本木総合支所駐車場（13:40～14:25）  
南谷地集会所（14:50～15:40）

5日㈫・
19日㈫  

大貫地区公民館（10:35～11:35）
沼部公民館（13:05～14:00）
ウジエスーパー田尻店（14:25～15:20）

6日㈬・
 20日㈬　   

古川清滝地区公民館（9:45～10:30）
真山地区公民館（11:00～11:45）
有備館の森公園駐車場（13:40～14:25） 
ウジエスーパー岩出山店（14:50～15:35）

8日㈮・
 22日㈮

　

松山公民館（9:50～10:35）
鹿島台総合支所駐車場（11:05～12:05）
鹿島台公民館（13:25～14:25）
旧鹿島台第二小学校（14:55～15:25）

13日㈮・
 27日㈮

　

鳴子公民館（10:10 ～10:55）
川渡地区公民館（11:20～12:05）
あ・ら・伊達な道の駅（13:30～14:15）
スーパーセンタートラスト岩出山店（14:45～15:30）

14日㈭・
28日㈭　

鬼首地区公民館（10:40～11:25）
中山コミュニティセンター（13:05～13:50）
湯めぐり駐車場（14:15～15:00）

※悪天候などの事情で、運行を中止・変更する場合があり
ます。

中止している「おはなし会」の代わりとして、希望する
子どもを対象に、個別に絵本などの読み聞かせをしま
す。職員まで声掛けください。

イドガイプ

ミテ・キイテ・カンジテミテ・キイテ・カンジテ
ウゴキダスウゴキダス

レ

キキササオオオオ
イドガイプレ

キサオオ

働き女子の美活講座
問 中央公民館事業担当 ☎22-3001
　心と体に癒しのアプローチ。キラキラ輝くキレイの
秘密を学びます。

開催日 時間 内容 場所
11月 4日㈭ 18時30分

～20時
メイク編

中央公民館11月11日㈭ アロマテラピー編
11月18日㈭ パーソナル・カラー編
対象　市内在住または市内に勤務している女性で、3回
受講できる人
定員　先着20人
料金　1,300円（3回分の材料代）
持ち物　受講者にお知らせします
申込　10月4日㈪～15日㈮まで、中央公民館に電話ま
たは、氏名・住所・電話番号・年齢を記入したEメール

（chuo-ko@city.osaki.miyagi.jp）で申し込み

1515 1414


