●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

掲示板

● Blletin Board

博物館

だ より
婚活クリスマスパーティー
■日時 12 月22日㊐ 15:00-20:00
■場所 ベリーノホテル一関
■会費 男性 3,000 円、女性 1,500 円
■申し込み 所定の申込書をファクスまたは
ショート - メール（090・5356・0458）で 12
月20日㊎までに
婚活さぽーと・絆 090-5356-0458

● Museum

自然美や日常の出来事を「みそひともじ」に。
■日時…毎月第 3 ㊐ 13:30-15:00
■場所…なのはなプラザ 3F
■内容…短歌実作勉強会
■年会費…1万円（合同歌集代含む）
■申し込み…一関短歌会（游の会）
伊藤☎ 46-4782 または 080-6042-1393
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しつでん

で手掘り耕起を行なってきた東北地方に、九州から
ば こう きょうし

馬耕教師と呼ばれる人々がやって来て犂を伝えまし

豪雨の災害情報学

かんでん り こう

た。以後、稲作は乾田犂耕へと生まれ変わり、農村景

北上市農業科学博物館
106×20.5
（㎝）

伊藤勇雄の生涯
夢なくして何の人生ぞ
著

中川ひろたか 文・高畠純 絵

1999 年以降に発生した豪雨災害

郷土薄衣で医療 の平等化に 尽力

えっちらとおっちらのコンビが、北

ら犂耕が入ってきますが、佐藤家の「筑前犂」は、筑

を例に、防災対策の課題と災害情

し、県下一の高冷地外山を開拓、

海道から沖縄まで 47 都道府県だ

報活用を説 いた一冊。2002 年 の

南米パラグアイへ移住など、理想

じゃれの旅に出かけます。読み進

台風 6 号による東山町、川崎村の

郷を追い続けた伊藤勇雄の生涯を

めるうちに、いつの間にか地理に

被害について考察しています。

知ることができます。

詳しくなっているかも。

前福岡の抱持立犂を忠実に再現したもので、一関地
方にも福岡系の馬耕教師による犂耕が伝来したこと

を証明するものです。そのため、この地方では犂の

牛山素行 著

大久保好唯

えっちらおっちら
日本だじゃれ旅

観も大きく変化してゆきました。岩手には福岡県か
かかえもつたてすき

現在、福岡でもこの型の犂を目にすることはなか

なかありません。貴重な「筑前犂」は、12
月 7 日から 23 日まで開催の「一関の重要文化的景観
展―本寺の農村景観―」で展示します。

イベント情報
「一関の重要文化的景観展―本寺の農村景観」

和紙を染めてみよう

市立図書館の
雑誌スポンサーを募集します

ちいさな図書館
Book Mobileを利用してください

年間およそ 7 万人の来館者を誇る川崎

今回は巡回文庫のお知らせです。図書館から離れた

図書館をはじめ、市立図書館 8 館が所

地域に住んでいる人やなかなか図書館に来られな

蔵する雑誌（およそ 280 タイトル）の最

い人も気軽に本を読んでいただけるよう、図書館の
本を載せた車（BM=Book Mobile、巡回文庫車）が巡

●目的…雑誌スポンサーの宣伝活動を

どいろいろな本を載せています。動く小さな図書館

促進します。最新号の雑誌は多くの人

を利用してください。

の目に触れるため、宣伝効果がありま

●一関地域巡回 わかくさ号●大東地域巡回 な

上級問題の解答を募集します。問題と応募方法など詳しく

す。また、図書館経費を効率的に運用

ぎさ号●東山地域巡回 やまゆり号

は、市博物館（☎ 29-3180）へ問い合わせるか、博物館ホーム
ページで確認してください。

し、図書館サービスの向上を図ります。

＊巡回コース、日程や貸出方法など詳しくは各図書

●広告掲載期間…26 年 2 月から掲載。

館へ

■日時…12 月1日㊐〜 1月20日㊊（当日消
印有効）

25 年度中に広告掲載を決定した場合、

■日時…12 月21日㊏10:00 〜 12:00、13:00 〜 15:00 の間

決定した翌月から 27 年 3 月31日まで

■内容…日本の数学、和算の問題を解いてみよう。初・中・

はくぶつかんこどもくらぶ③

Let’ｓ Go ! 図書館

回しています。一般図書のほかにも絵本や児童書な

「農村」をテーマに、世界に誇る伝統的景観を明らかにします。
ているのか。

和算に挑戦

図書館 News

新号のカバーに事業広告を掲載しませ

■内容…小さな農村が、なぜ国の重要文化的景観に指定され、世界遺産を目指し

だ より
● Library

●花泉図書館☎  4939

んか。

■日時・場所…12 月 7 日㊏〜 12 月 23 日㊊・市博物館

図書館

●一関図書館☎ ㉑ 2147

ことをバコウ（馬耕）と呼ぶようになりました。

「えんそく・LAB〜恋活天体観測」
■日時…12 月17日㊋ 19:00-21:00
■場所…一関総合体育館「ユードーム」
■対象・費用…18 歳以上の独身男女 16 人（会
員優先）
・200 円
■申し込み…12 月16日㊊までに下記へ
特定非営利活動法人ファンスポルト一関
☎ 48-4677 ／ FAX48-5678

月は川崎図書館

一関の水田を変えた 1 本です。市内の佐藤家が大

テーマ展

短歌を作ってみませんか

12

正年間に作製し、田打ちに活躍しました。近代、湿田

喜多流
「一関喜桜会」
新春小謡講習会
■日程…1月21日㊋〜 24 ㊎
■時間…19:00 〜 21:00
■場所…真柴コミュニティセンター
■講師…喜多流揺教士 古山敏章、白石恵一
■会費…3,000 円（資料代など）
同会事務局（小山）☎㉕ 4017

オススメBook&CD

（ちくぜんすき）
展示品紹介「筑前犂」

たんぶ

日本語講座
■期間 26 年 1月から毎㊊ 13:30-15:30
■場所 一関公民館研修室
■受講料 無料
■対象 年齢、職業、国籍など不問
■講師 保坂喜惣冶・鈴木芳子両先生
一関国際 交 流 協会事務 局鈴 木 克子 483788（㊋㊎ 9:00 〜 12:00）

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

●川崎支所☎㊸ 2111 ●藤沢支所☎ 2111

●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 Events

随時（所要時間約 1時間）

●募集期限…26 年 2 月掲載分は 1月20

■場所…一関市博物館

日締め切り。以後毎月掲載前月の 20日

企画展
「オトコの家事・育児」

■定員…50 人（小学生は保護者同伴）

締め切り

■参加料…50 円（材料費）

＊詳しくは、市ホームページまたは一関

■その他…汚れてもいい服装でお越しください

●期間 12 月 26 日㊍まで ●場所 千厩図書館
●内容 男女共同参画 ( ワーク・ライフ・バランス )」に関連する本を展示します

図書館へ問い合わせてください

＊申し込み不要。直接博物館までお越しください

●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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