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　展示品紹介

●川崎支所☎432111●藤沢支所☎� 2111

●一関図書館☎ ㉑ 2147

●花泉図書館☎ � 4939

●大東図書館☎ � 3541

●千厩図書館☎ � 1122

●東山図書館☎ ㊼ 2243

●室根図書館☎ � 3820

●川崎図書館☎ ㊸ 4123

●藤沢図書館☎ � 5088

オススメBook&CD 月は東山図書館

問一関市博物館
☎㉙ 3180
ホームページ
http://www.museum.
city.ichinoseki.iwate.jp

施 設
だ よ り

N E W S  &
I N F O R M A TI O N

10

幼いころに読んだ物語たち。大人

になって再び出合う作品には、懐

かしさだけでなく、今だから感じる

新鮮さがあります。かみしめながら

じっくり読みたい一冊。

もう一度読みたい
教科書の泣ける名作

学研教育出版　編

身近な木の実 80種を紹介。特徴

がよくわかる写真が付いていて、家

で読んでも楽しい一冊。秋晴れの

空の下、持って出掛ければ散歩の

楽しみが広がります。

散歩で見かける
木の実の呼び名事典

亀田龍吉　写真・文

教科書にも掲載している「最初の

質問」の詩に絵が加わりました。

美しいハーモニーを奏でている

ような絵本。大切な人へ贈りた

い一冊です。

最初の質問

長田弘　詩 / いせひでこ　絵

　17年かけて全国を測量し

た伊
い

能
のう

忠
ただたか

敬は、日本で初めて

実測による日本地図を作り

ました。10回の全国測量の

うち、一関を通過したのは寛

政12（1800）年の第一次測量

の往復と、翌年の第二次測量

の復路です。

奥州街道図第八

博 物 館
だ よ り
●Museum

図 書 館
だ よ り
●Library

　ホールの貸し切り予約は「利
用者日程調整会議」で受け付
けます。会議は3カ月ごとに開
催しています。
■日時・会場…11月21日㊍
8:30～（時間厳守）・一関文
化センター 3階
■対象年月…26年6～ 8月分
■会場空き状況…11月7日㊍以
降に館内とホームページに掲示
■申し込み…11月17日㊐まで

に申込書で　＊未提出の場合、提

出した人の日程調整後に受け付け

文 化
センター
だ よ り

●無料英会話教室 ●家事家計講習会

一緒に英会話を学びませんか。受講は

無料です。
■日時…毎㊌19:00～20:00

■場所…イエス・キリスト教会
　　　　（山目字三反田234-1）
問片山☎080・2149・6380

■日時…11月14日㊍10:00～ 11:00

■場所…一関文化センター小ホール

■受講料…350円（資料代）
■その他…要予約、託児あり（託児券
250円）
問一関友の会（佐々木）☎㉖1396

●第21回関工祭 ●第5回憲法前文・朗読暗唱大会 ●岩手県報徳会25年度学習会

■日時…11月2日㊏10:00～14:30

■場所…県立一関工業高
■テーマ（内容）…波紋～ここから広
がる輪、深まる絆（公開実験、作品展
示、クラブ活動の紹介や模擬店など）
問同校事務局☎㉔2331

参加者を募集します。
■日時…11月9日㊏13:30～
■場所…なのはなプラザ3階
■対象…❶前文暗唱・どなたでも❷
前文英語朗読・小学生以上の学生
問一関九条の会（斎藤）☎㉕2185 

二宮金次郎の生い立ちや教えを学ん

で、日常生活で実践するための学習
会です。
■日時…11月5日㊋13：00～16：00

■場所…岩手県南農業組合
問同会一関支部事務局☎㉓7207

　　　　　　　　　  　  ●本庁☎㉑2111 ●花泉支所☎� 2211 ●大東支所☎� 2111●千厩支所☎� 2111 ●東山支所☎472111 ●室根支所☎� 2111

問一関文化センター
☎㉑2121

ホームページ
http://ichi-bun.com

●Entertainment

オススメ Events

●市立図書館ホームページ（休館日などの情報はこちらで）  http://www.library.city.ichinoseki.iwate.jp/top.html

Let’ｓ Go !  図書館

　図書館では著作権法の範囲内であれば、所蔵資料の

コピーを取ることができます。以下のルールを守って活
用してください。
❶複写部数は１部まで

❷著作物全体の半分以下まで複写可能
　＊地図の場合は1図面の半分まで

❸雑誌、新聞の最新号は複写不可
　複写料金などについては、各図書館へ問い合わせて

ください。

ルール守って活用を
図書館資料の複写について

1 利用者日程調整会議

　演奏ジャンルは問いません。
楽曲はコピーでもオリジナルで

も可能です。
■日時・会場…26年2月15日
㊏開場10:40、開演11:00・一
関文化センター大ホール

■対象・定員…市内を拠点に

活動する高校生（2人以上）以
上のグループ・先着10組
■参加料…学生バンド5,000

円／一般バンド10,000円
■申し込み…10月15日㊋～11

月15日㊎に申込書で

　大会参加者を募集します。
大会前に、練習日を2回設け

ます。
■日時・会場…26年2月16日
㊐ 開場13:00、開演13:30・一
関文化センター大ホール

■対象・定員…リードギター、
リズムギター、ドラム演奏者・
先着10人
■参加料…3,000円　＊最初

の練習日に納入

■申し込み…10月15日㊋～11

月15日㊎に申込書で

2 ザ・ロックフェスティバル
参加バンドを募集 3 一人ベンチャーズ大会

with 水沢ベンチャーズ

◇日時…11月9日㊏、10日㊐いずれも10:00～ 15:00 

◇場所…千厩図書館

千厩図書館友の会古本市

　及川和男名誉館長が「村長ありきー深澤晟雄の生涯」 を講演。
◇日時・場所…11月13日㊌13:30～ 15:00・藤沢図書館 

◇定員・申し込み…100人程度・11月8日㊎までに藤沢図書館へ 

25年度読書講演会 

　宮澤賢治作品の「楢ノ木大学士の野宿」をテーマに、地学なら

ではのことばや自然現象を読み解く。
◇日時・場所…10月26日㊏～ 11月21日㊍ ・一関図書館

宮澤賢治没後80年企画展

掲 示 板

●Blletin Board

展示解説会
■日時…10月27日㊐10:00～ 11:00

　イベント情報

企画展示室閉室
10月22日㊋、23日㊌は展示替えのため、企画
展示室を閉室します。　※常設展示は見学可

■日時・場所…～ 11月17日㊐・一関市博物館

伊能忠敬「奥州街道図第八」（国宝）

　「田村左京大夫在所」とし

て一関の城下が描かれ、地主
町には赤い色で星の印が描
かれています。これは、緯度
を知るために北極星などの

恒星を観測した地点を意味

し、地主町では、雪の夜に測量
をしたと日記に記されていま

す。
　本資料の展示は10月27日ま

で。企画展「地を量る―描かれ

た国、町、村」に展示しています。

無料開館日
10月 26日㊏、27日㊐は東北文化の日のた

め、入館料が無料です。

秋の金ケ崎町

武家屋敷見学会

■日時…10月27日㊐9:00～ 15:00

■場所…金ケ崎町城内諏訪小路・武家屋敷
■その他…一関市博物館からバスで移動
■定員・参加費…一般15人・無料（昼食は各自）
■申し込み…10月16日㊌～

館長講座

❸秀衡の後家尼は
どこに住んでいたか

■日時…11月3日㊐13:30～ 15:00

■場所…一関市博物館
■定員・参加料…一般50人・無料

問石と賢治のミュージアム
☎473655 / ℻473944

石と賢治の

ミュージアム

●S&K Museum

❶詩碑めぐりウオーキング

　詩碑 3基を巡り、約 2.7㌔

を歩きます。

◇日時・場所…10月20日㊐

９:30～12:10・東山町内

＊参加無料、要予約

❷「雨ニモマケズ」朗読会
　inひがしやま

　方言、歌や英語などで発表

します。入場無料です。

◇日時・場所…11月3日㊐10:00

～・石と賢治のミュージアム

❸無料開館日

　東北文化の日にちなんで、入

館無料。イベントも行います。

◇期日…11月２日㊏、３日㊐

◇場所…石と賢治のミュージ

アム

第 20 回
企画展「測

そくてん

天 量
りょう

地
ち

 地を量
はか

る―描かれた国、町、村」


