
今月の行事今月の行事

　図書館図書館 だだ りりよよ
♪♪♪

幼児には保護者が付き添ってください。

本吉図書館　～１月のまんぼう王国～

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容
◆唐桑分館

【開館時間】平日：午前９時から午後７時まで、土・日曜日：午前９時から午後５時まで
【休館日】各館とも毎週月曜日、1日（日・祝）～ 3日（火）、10 日（火）、26 日（木）

■問い合わせ先
気仙沼図書館　　　　　tel:22-6778
気仙沼図書館唐桑分館　tel:25-7845
本吉図書館　　　　　　tel:42-4785　　
　　　　

14:00~15:00

こうさくあそび 14日(土)

布おもちゃくらぶ 21日(土) 14:00~15:00
フェルトで「ブタパン」を作ります。
※持ってくるもの：フェルト ( クリー
ム色 1枚 )、裁縫道具

一般：定員５人
（要予約）

おりがみ教室

28日(土）10:00~11:30 小学生：10 人（要
予約）※４年生以
下は保護者同伴

タワシと振動モーターを使ってタワシ
ムシを作ります。筆記用具をお持ちく
ださい。講師：桶屋眞士氏（京都技術
士会理科支援チーム）

赤ちゃんとプレママ
のおはなし会

28日(土)

乳幼児と保護者、
妊娠中の方

おけ      や      まこ      と

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容
◆気仙沼図書館

４日(水)～31日（火）
酉年にちなみ、館長が撮った野鳥の写真
を展示します。野鳥の写真展 どなたでも

日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容イベントイベント

おはなしたまてば
こ【おりがみ】

実験工作教室「タ
ワシムシを作ろ
う！」

11日(水) 15:00~16:00
おりがみで「カラフルなこま」を作りま
す。時間内いつでも参加できますが、材
料がなくなり次第終了します。

幼児～小学校低
学年：定員10名

◆

幼児～小学生低
学年 「パクパクおしし」を作ります。

おはなし会 21日(土) 10:30~11:00 幼児～小学生低学年 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。

趣味の部屋 19日(木) 9:00~12:00 一般 多目的室を手芸工作をするための部屋と
して、場所の提供をします。

10:30~11:30

場所：本吉公民館

25日(水) 10:30~11:00 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。

小学生 折り紙で「ピカチュウ」を作ります。
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気仙沼図書館気仙沼図書館

本吉図書館本吉図書館

【一般】
●「読んじゃいなよ！」／高橋源一郎編
●「すべては書くことから始まる」／坂東眞理子著
●「ドラゴンの塔　上 ・下 」／ナオミ・ノヴィク著、
　那波かおり訳
【児童】
●「超訳こども『アドラーの言葉 』」／齋藤孝著
●「いとしの毛玉ちゃん  」／室井滋作、長谷川義史  
　絵／むろいしげる絵

　野鳥のフィールド
サインの探し方や見
分け方のポイントが
丁寧に説明されてい
る本です。思わず野
鳥が残した足跡、羽
毛、フン、古巣、卵殻、
食痕や骨などの生活
痕跡を見つけて、ど
んな鳥なのかを推理

してみたくなります。スズメやカラスは、
よく見かけますが、そのほかにもたくさん
の野鳥を身近で見ることができます。今年
は酉年。鳥のさえずりに耳を傾けたり、痕
跡を探したりして、野鳥を観察してみては
いかがでしょうか。

ばん  どう     ま      り      こ

な    なみ

たか はし  げん  いち  ろう

さい   とうたかし

むろ    い   しげる

新着図書新着図書
「鳥のフィールドサイン観察ガイド」／      
　　　　　　　箕輪義隆(みのわよしたか)著

は　 せ    がわ  よし  ふみ

【一般】
●「日本の伝統行事」／村上龍著
●「開運日本の神社と御朱印」／英和出版社
●「本バスめぐりん。」／大崎梢著
【児童】
●「四年ザシキワラシ組」／こうだゆうこ作
●「かつおぶしができるまで」／宮崎祥子文

みや ざき  しょう  こ

えい    わ

おお  さき こずえ

むら  かみ りゅう

気仙沼図書館カフェ出店者を募集します！気仙沼図書館カフェ出店者を募集します！
　平成 29 年度末開館予定の気仙沼図書館内にカフェを開設する事業者の方を以下のとおり募集
しています。多くのご応募をお待ちしております。

■募集期間／平成 29 年１月 11 日（水）まで
■募集対象／市内に主たる事務所などを有している法人、または市内に住所を有するもしくは有
　　　　　　する予定の個人事業主の方
■応募方法／気仙沼図書館備え付けの「応募申込書」を募集期間内に同館に提出してください。

その後に開催する募集説明会、書面などによる質問／回答を経た後に「出店申込書」
及び「企画提案書」を提出ください。（申込書などは図書館ホームページからもダ
ウンロード可）

■選考方法／今年２月中旬に、「出店申込書」及び「企画提案書」提出者を対象にプレゼンテーショ
　　　　　　ン方式による審査会を開催して選考します。
■募集概要／
【施設】22.4 ㎡のカウンター及び厨房施設
【期間】平成 30 年４月１日から５年間（公募の結果に
　　　  おいての更新は可）
【使用料】年額・消費税込みで 420,080 円。備品・厨房

設備無償貸与。カフェ営業に係る水道光熱費
は出店者負担。

【応募資格】飲食業の運営に必要な許可・免許等を有して
いること及び飲食・喫茶業に携わった経験が
２年以上であること。

　　　　※詳しくはお問い合わせください。

多くの世代がゆるやかにつながる公共空間へ

カフェ出店スペースカフェ出店スペース

◀出入り口

１階
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