●本庁☎㉑ 2111 ●花泉支所☎ 2211 ●大東支所☎ 2111 ●千厩支所☎ 2111 ●東山支所☎㊼ 2111 ●室根支所☎ 2111

文
化
センター
だ より

■募集団体数…25 団体
（先着）
■申し込み…9 月25日㊌～ 30 日㊊ ※ 25日 9:00 から窓口受け
付け開始、9:30 から電話受け付け開始

● Entertainment
問一関文化センター☎㉑ 2121
ホームページhttp://ichi-bun.com

劇団東京ヴォードヴィルショー
3「その場しのぎの男たち」

茂木健一郎文化講演会
「幸福になる脳の使い方」

1

脳と神経に関する解説書など執筆し、ＴＶなどで活躍する茂木健
一郎さん。目からうろこの「幸せになるための脳の使い方」を学びます。
■日時…11月3日㊐㊗ 開場13:30 開演 14:00
■会場…一関文化センター大ホール
■入場料…無料 ※入場整理券を10 月1日㊋ 9:00 から配布
■整理券配布場所…一関文化センター、市役所総合案内、生涯
学習文化課、各支所教育文化課、市内公民館、市内図書館など

2 歳末助け合い市民芸能まつり出演団体募集

12 月7日に一関文化センターで開かれる
「第 29 回歳末助け合
い市民芸能まつり」の出演団体を募集します。
■参加資格…歳末助け合いの趣旨に賛同する団体
（2 人以上）
■出演内容…1団体 1演目、5 分以内

■発売日…窓口発売 9 月 12 日㊍ 9:00 ～（電話予約 9:30 ～）

2013一関市障がい者福祉まつり

県立大東高校「学校へ行こう週間」

障がい者団体の作品展示、舞台発表、バザー

授業や部活動の見学ができます。

やこども縁日など、多彩な催しを行います。

■日程…9 月 30 日㊊～ 10 月 4 日㊎

■日時…10月6日㊐10:00～14:00

■時間…13:00 ～ 17:00

一関武道館
■場所…サン・アビリティーズ一関、

■場所…県立大東高校

※バザーへの遊休品と一日ボランティアを募集します

※駐車する場合は同校の駐車場を利用してください

問サン・アビリティーズ一関☎㉑2162

問県立大東高校☎ 3116

古文書解読初心者講座

日中友好のための市民講座

こども総合武道教室無料体験会

■日程…10月13日、
20日、
27日、
11月10日、
17日
いずれも㊐、
13:30～15:30
■場所…一関学習交流館研修室（赤荻）
■定員・対象…高校生以上・20人程度
■受講料…1,000円
（教材代）
■申し込み…10月2日㊌までに下記へ
一関古文書に親しむ会（川口）☎㉖5683

■日時…9～12月の毎月第1・2・3㊎

10周年を記念して、武道・格闘技の無料体
験会を開きます。
心と体を鍛えませんか。
■日時…10月2日、9日、16日、23日いずれも㊌
18：00～19：30
■場所…狐禅寺公民館ミーティングルーム
■対象・参加料…年長、
小学生・無料
問 龍 武 曾スポーツ少 年 団（ 千葉 ）☎ 0 9 0・
3980・0499（19：00以降）

掲示板
Blletin
Board

14:30～16:00
■場所…一関文化センター4階
■内容…中国語講座
問日本中国友好協会一関支部
（島貫謙次）
☎㉕

4167

Let’ｓ Go ! 図書館
絵本の読み聞かせや紙芝居など
こどもたちに大人気の
「おはなし会」

オススメ Events

開いています。絵本の読み聞かせ、わらべうた、紙芝居、素

き方上達講座」の第２弾を開きます。基本的な書き方のアドバイスを受け

話、昔話、マジックやエプロンシアターなど内容は盛りだくさ

て、世界に一つだけの随筆を完成させましょう。

みませんか。乳幼児向けのおはなし会も開いているので、一
度足を運んでください。
詳しい日程は、各図書館へ問い合わせてください。

I-Style

はか

■日時…9 月21日㊏～ 11月17日㊐
■会場…一関市博物館
「天を測りて地を量る」は
「測量」の基となった言葉です。
人々は
■内容…
い のうただたか
天体や大地をどのように捉え、記録してきたか。国宝の伊能忠敬作成の地
図や磐井郡の村々を描いた絵図など、江戸時代の古地図を展示します。

Cultural
Propertie

講演会
「伊能忠敬測量隊について」
■日時…9 月28 日㊏ 13:30 ～ 15:30
■会場…一関市博物館
ほし の よしひさ
（日本測量協会副会長）
■講師…星埜由尚氏
■定員・参加料…一般 100 人・無料

一関市指定記念物（史跡）

中西一里塚
なかにしいちりづか

問室根支所教育文化課
☎ 3812

展示解説会

いち り づか

一里塚は、行程を明らかにして旅人の利便性を

■日時…9 月28 日㊏ 15:30 ころ～（講演会終了後）
9月21日㊏は企画展初日、10 月10 日㊍
は開館記念日のため、入館は無料です

無料開館日
はくぶつかんこどもくらぶ❷

牛乳パックで
望遠鏡を作ろう

あなたも刀鍛冶修業

■日時…9月29 日㊐13:30 ～ 16:00
■会場…一関市博物館
■定員…親子25人
■参加料…300 円
（材料費）
■持ち物…1リットルの牛乳パック2 個
■日時…10 月5日㊏ 13:00 ～ 16:00
■会場…一関市博物館
■内容…刀鍛冶 の 道具 を 使って、五寸
釘でペーパーナイフを作ります
■対象・定員…小学 5 年生以上・20 人
■参加料…200 円
（材料費）

図るために街道筋などの道路脇に一里
（約４㎞）ご
とに設置された塚のことです。江戸時代中期には、
全国の主要な街道のほとんどの道に整備されてい

たといわれています。
か ざ わ しゅく
（花泉町金 沢 宿 〜
中西一里塚は、気仙沼街道
さかな ま ち

気仙沼市 魚 町の約 11 里）の一里ごとに置かれた
塚の一つです。国道 284 号を気仙沼方面に向か
い、ＪＲ大船渡線新月駅の手前約 600 ㍍の右手
側にあり、高さが 1.5㍍、基底部の周囲が約 7㍍の
にいつき

大きさで現存しています。
国道の拡幅などに伴い、形状は変わってしまい

ましたが、塚の後ろに生える太い松の木からは、人
馬が行き交った当時の面影が感じられます。

※申し込み・問い合わせは一関市博物館まで

9

月は千厩図書館

図書 館
だ より

●一関図書館☎ ㉑ 2147

◇日時・内容…❶10 月13日㊐13:30 ～ 15:30・講義
❷10 月27日㊐13:30 ～ 16:30・発表、合評、上達の極意
◇場所…千厩図書館１階会議室
◇講師…一関図書館名誉館長

新聞を読もう！ １・２・３
鈴木雄雅 監修

及川和男

◇定員…先着10人
◇申し込み…10 月3日㊍までに一関図書館に申し込んでください

●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
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そ く て ん りょう ち

第 20 回企画展「測天 量 地 地を量る―描かれた国、町、村」

たのしい図書館講座
「エッセー・随筆の書き方上達講座」
を育み、読書の魅力を深めるために
「エッセー・随筆の書
“ことばの力”

図書館を訪れるきっかけに、親子でおはなし会に参加して

NEWS &
IN F O R M A TIO N

オススメBook&CD

市内各図書館は、職員やボランティアによるおはなし会を

ん。

問一関市博物館 ☎㉙ 3180
〒021-0101一関市厳美町字沖野々 215 番地1
http://www.museum.city.ichinoseki.iwate.jp

博 物館
だ より

文化財
探訪

「誰にでもわかる軽演劇」をやろ
うと佐藤 B 作が結成した劇団東京
ヴォードヴィルショー。創立 40 周
年を記念して、明治 24 年の
「大津
事件」を題材にした三谷幸喜が脚
本を手掛けた大傑作
「その場しの
ぎの男たち」を上演します。
国の存亡をかけた一大事に政府首脳陣が、絞って編み出す対
策はどれも「その場しのぎ」ばかり。果たしてその結末は―。
■日時…12 月23日㊊㊗ 開場13:30 開演 14:00
■会場…一関文化センター大ホール
■入場料…全席指定 S 席 3,500 円
（当日 4,000 円）/ A 席 2,500
円
（当日 3,000 円）/ 高校生以下 2,000 円
（当日 2,500 円）

Museum

施
設
だ より

●川崎支所☎㊸ 2111 ●藤沢支所☎ 2111

「新聞を読んでみよう！」
、
「新聞
づくりに挑戦！」
、
「新聞博士にな
ろう！」など、新聞の見どころツ
アー初級編から、新聞作りの流
れをチェック。新聞の 400 年の
歴史がこの 3 冊でわかります。

ライオンの棲む街
東川篤哉 著

東京での OL 生活に夢破れ、地元
に帰ってきた美伽。それを聞きつ
けた旧友・エルザから仕事の誘い
が。職場といわれ、訪れた雑居ビ
ルには「生野エルザ探偵事務所」
の看板が掲げられていた―。

無垢の領域
桜木紫乃 著

知らないままでいられたら、どんな
に幸せだっただろう―。悪意も邪
気もない
「純香」
が街に来た時から、
心の中に隠しておきたい感情があ
らわになり、書道家と妻の日常は歪
んでいく―。本年度の最注目長編。

●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

I-Style

18

