
●第 167 回柳川健康・文化ウォーキング「柳
川水辺の散歩道（クリーン）コース」＝ 27 日
（日）、6:15 ～、足湯前集合、参加費無料【問】
まちづくりネットワーク柳川の金子さん（☎
090・3600・0354）

●第 19回有明海花火フェスタ＝ 27 日（日）、
15:00 開場、（打ち上げは 19:30 ～）、延期
の場合は 9月 3 日（日）、むつごろうランド、
（問）有明海花火フェスタ実行委員会（☎ 070・
7611・8327）

▪近隣イベント
●筑後市　▷若鷹夏祭り＝ 11 日（金・祝）～
13日（日）、H

ホ ー ク ス

AWKSベースボールパーク筑後（筑
後市大字津島）
●大川市　▷第62回大川花火大会＝ 11日（金・
祝）、20時～、筑後川総合運動公園（大川市大
字大野島）
●みやま市　▷第8回おもちゃ花火フェスタ＝
26日（土）、17時～、まいピア高田北側駐車場（み
やま市高田町濃施）
●大木町　▷おおき堀んぴっく2017＝ 27日
（日）、9時～17時、道の駅おおき（大木町大字横溝）
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図書館
Library

本館☎74-4111、ＦＡＸ74-4946
　三橋図書館　☎74-6300
　雲龍図書館　☎76-1122
　両開分館　　☎74-4116
　昭代分館　　☎74-5111
　蒲池分館　　☎74-6200
　水の郷分室　☎75-6204

開館時間　午前10時〜午後6時
※ 平日の火～金曜日は本館

のみ午後 8 時まで開館。
三橋図書館は金曜日のみ
午後 8 時まで開館

8 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※ 11 日（金・祝）は、 両開・
　昭代・蒲池分館が休館
※     31 日（木）は資料整理の

ため全館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

Movie おはなし会（小学生低学年以下） Reading for Children

掲示板 Bulletin Board
総合保健福祉センター
　水の郷、水の郷くらぶ
　☎75-6200、FAX75-6210
　まほろばやまと　☎76-4833
　サンブリッジ　　☎73-6955

イベント情報 Events 

広報やながわは、自主財源確保のため有料広告を掲載しています。有料広告は随時募集中です。

8 月の休館日　
水の郷　月曜日
まほろばやまと　�保健福祉センター　土・日曜日、祝日、

お盆（13日〜 16日）
　　　　　　　　老人福祉センター　月曜日、祝日、お盆
　　　　　　　　（13日〜 16日）
�����������������　　トレーニングルーム　月曜日
サンブリッジ　�土（老人福祉センターは、第2・4を除く）・

日曜日、祝日、お盆（13日〜 16日）
　　　　　　　トレーニングルームは、お盆（13日〜　
　　　　　　　16日）のみ休み

図書館マスコットキャラクター
ライブくんとラリーちゃん

▪日時　8月5日（土）、午後1時30分～（開場は30分前）
▪会場　水の郷ホール
▪入場料　一般＝ 500 円、中学生以下＝無料（要入
場整理券）※チケットは、水の郷、水の郷くらぶサポー
ター店で販売

　 市民劇団「くもで座」8 月公演

本館
毎週土曜（第 4 土曜は赤ちゃんおはな
し会）、午後 2 時 30 分～

三橋図書館 第 2、4 土曜、午後 3 時～
雲龍図書館 第 2 土曜、午前 10 時 30 分～
両開分館 第 2 土曜、午前 11 時～
昭代分館 第 1、3 土曜、午前 11 時～
蒲池分館 第 2、4 土曜、午前 11 時～

名画劇場
「はだしのゲン 涙の爆発」（123
分）、午前 11 時～

子ども映画
「ウミガメと少年」（45 分）、午後
3 時～

　海の中で出会えるぷかぷ
か暮らす生き物たち。風船
が並んで飛んでいるような
フウリンクラゲやエイリア
ンみたいなシャコの仲間の
子どもなど、不思議な海の
中をのぞいてみませんか。

三浦伸章
ガッテン農法

三浦伸章 監修
（学研プラス）

　何十年も前から、まちのあ
ちこちに佇む手書きの看板。
どこかレトロな雰囲気を醸し
出すその文字を「のらもじ」
と呼び、その魅力や楽しみ方
を紹介しています。文字好き
にはたまらない本です。

高久至 写真 寒竹孝子 文
（アリス館）

海のぷかぷか
ただよう海の生きもの

のらもじ
まちに出よう もじを探そう
下浜臨太郎 西村斉輝 若岡伸也 共著

（エムディエヌコーポレーション）

8 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　農薬や肥料に頼らずにお
いしい野菜を育てることを目
指す「ガッテン農法」。なる
べく土を耕さない、収穫が終
わった野菜の根は残しておく
など、これまでの野菜づくり
とは異なるノウハウが満載。

8 月 12 日（土）/ 本館の無料映画

うちどく（家読）しませんか

　図書館は、家族と一緒に家で本を
読んでコミュニケーションをとる「う
ちどく（家読）」を推進しています。
　司書お薦めの本を展示している本
館の家読コーナーも継続中。好きな
本を探して、家
族みんなで一緒
に本を読んでみ
ませんか。

両開分館
山の日プレゼント

▪実施日　8月1日（火）～15日（火）
▪内容　両開分館で本を借りた人に
折り紙工作品をプレゼント（先着
50人）

風のメルヘン
～くもで座ファミリーミュージカル～

　「まほろばやまと」トレーニングルーム

　大和総合保健福祉センター「まほろばやまと」にト
レーニングルームを開設しています。健康増進、体力
維持のためにご利用ください。

▪利用時間　午前 10時～午後 9時
▪利用料
市内の 65 歳以上 2 時間無料（ただし、1 日 1 回）
中学生と高校生 1 時間＝ 50 円、2 時間＝ 100 円
上記以外 1 時間＝ 100 円、2 時間＝ 200 円

　市民会館は、第3回紙

相撲トーナメント大会を開

催します。夏の思い出に親

子で参加してみませんか。

●日時　8月 27日（日）、

午後 1時～（受け付けは

30分前）

●会場　市民会館（▷作製＝第 3会議室▷競

技＝大ホール）

●募集人数　先着 30人（中学生以上は不可、

保護者の同席を推奨します）

●持参品　はさみ、カッター、色鉛筆、参考

にする絵や写真の切り抜きなど

●参加費　無料

●内容　作製した力士をオリジナルの土俵で戦

わせる勝ち上がり戦。上位入賞者2人と最優秀

デザイン賞1人に花火セットをプレゼント

　申し込み、問い合わせは、市民会館（☎

72・5168）まで。

紙相撲トーナメント大会

広報やながわは、自主財源確保のため有料広告を掲載しています。
有料広告は随時募集中です。

暑い夏は温泉でさっぱりしてみませんか

　柳川温泉「南風」

　ちょっと夏バテ気味かなと感じたら、柳川温泉「南
風」で心地よい汗を流してゆっくり休養しませんか。

自分のペースで健康づくり


