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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

1 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  8 日（月・祝）は本館、三

橋図書館、水の郷分室が開
館、9 日（火）は全館休館

※  25 日（木）は資料整理の
ため全館休館

※ 7 ページ参照

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 

1 月の休館日（7ページ参照）
水の郷　月曜日。8日（月・祝）は開館し、9日（火）が休館
まほろばやまと　�保健福祉センター　土・日曜日、祝日
　　　　　　　　老人福祉センター　月曜日、祝日
�����������������　　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

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」

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
「インデペンデンス・デイ リサ―ジ
ェンス」（119 分）、午前 11 時～

子ども映画
「はらぺこあおむし」（33 分）、午
後 3 時～

　お姉さんが子どもたちに
外で本を読む「おはなしの
じかん」を見たうさぎは、
本が大好きになりました。
でも夏が終わると、それは
図書館の中に。本のことば
かり考えていたうさぎは、あ
る日、図書館に忍びこみ…

SMAPと、
とあるファンの物語

乗田綾子 著 
（双葉社）

　私たちは、普段さまざま
なストレスにさらされてい
ます。この本は、最新の脳
科学でストレス時の脳の変
化を測定した実験を紹介。
ストレスから身を守るには
どうすればよいのか、その
ヒントが見えてくる本です。

福本友美子 訳
（絵本塾出版）

としょかんへ
ぴょん！ぴょん！ぴょん！

ストレスの脳科学
予防のヒントが見えてくる

田中正敏 著
（講談社）

1 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　2016 年末に解散したアイ
ドルグループ「SMAP」。20
年以上、ファンとして過ごし
た著者が、雑誌やテレビで
の発言や行動から彼らの歴
史を振り返り、同時代を生
きたファンの目線でアイド
ルの意義を読み解きます。

1 月 13 日（土）/ 本館の無料映画

　国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版などの理由で入手困難な
資料を閲覧できるデジタル化資料送信サービスが、1月 5日から利用できます。

▪対象　市立図書館の利用カードを持っている人
▪利用時間　1 日 1回 30分（有料で印刷可）

国立国会図書館のデジタル化資料が本館で閲覧できます

　１月5日から本や雑誌を3冊以上
借りた人に昭代分館オリジナル2018
カレンダーブックを差し上げます。
※なくなり次第終了

昭代分館　
カレンダーブックプレゼント

「白秋の詩歌をうたう」朱
ざんぼあ

欒の会
白秋詩の朗読コンサート
▪日時　1 月 24 日（水）、午前 11
時～

▪会場　本館 1階新聞コーナー

●日時　2月 4日

（日）、午後 2時開

演（開場は 30 分

前）

●会場　市民会館

（第一会議室）

●定員　120人

●参加費　無料

● 内 容　サイモ

ン・アンド・ガーファンクルが好きな筒井さ

んと松尾さんの2人で結成されたフォーク

デュオ「ザ・ブックエンズ」が、懐かしいフォー

クソングやオリジナル曲を演奏します。

【問】市民会館（☎ 72・5168）

  柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊「新春を舞う」
▪日時　1月 21日（日）、正午～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

「南風」に足を運んでみませんか
　柳川温泉「南風」

　柳川温泉「南
はえんかぜ

風」の泉質は、ナトリウム -炭酸水素
塩・塩化物泉で、神経痛や筋肉痛、関節痛を和らげ、
冷え症や疲労回復、健康増進に効果的です。体力低下
や冷え症が気になる
人は、柳川温泉「南風」
を利用しませんか。
お待ちしています。
　1月 2 日（火）、3
日（水）は営業して
います。

ザ・ブックエンズ
アコースティックコンサート 柳川市民劇団「くもで座」団員募集

▪対象　小学生から 70歳くらいまで（市外の人も可。
18歳未満の人は保護者の同意書が必要）

▪会費　▷高校生以下＝月2000円▷一般＝月3000円
▪稽古日・会場　毎週金曜日、午後 6時 30 分～（2
時間程度）、水の郷

　市民劇団

●ドリーム・カム・ツリー 2017＝ 1月 13日
（土）まで、18:00 ～ 23:00 イルミネーション
点灯、立花いこいの森公園（中山）
●立花宗茂生誕 450 年記念特別展「立花宗茂
と柳川の武士たち」＝ 2月 4日（日）まで、柳
川古文書館・立花家史料館
●日吉神社のおたふく＝12月23日～4月3日、
日吉神社
●市消防出初式＝ 7日（日）、9:00 ～、市民三
橋グラウンド
●市成人式＝ 7日（日）、14:00 ～、市民会館
●第 18 回両開ほんげんぎょう祭り＝ 14 日
（日）、10:00 ～、橋本炭鉱跡地
●白秋生誕祭＝ 25日（木）、10:30 ～正午、白
秋生家付近
●第 172 回柳川健康・文化ウオーキング「新
春初詣めぐりコース」＝ 28日（日）、9:15 ～、
市役所前集合、高校生以上 200円
【問】金子さん（☎ 090・3600・0354）
▪近隣イベント
●筑後市　▷熊野神社「鬼の修

しゅ じ ょ う え

正会」＝6日（土）、
17:00 ～ 22:30、同神社（筑後市大字熊野）▷
十日恵比須大祭＝ 10 日（水）、10:00 ～、六所
宮恵比須神社（筑後市大字羽犬塚）▷二十日恵
比須大祭＝ 20 日（土）、10:00 ～、諏訪神社（筑
後市大字山ノ井）
●みやま市　▷幸若舞＝ 20 日（土）、11:30 ～、
大江天満神社（みやま市瀬高町大江）

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。

　市立図書館は昨年 12 月 16 日、
第 23 回ヤング川柳大会の表彰式を
行いました。小学生の部では、北原
祐
ゆ み

美さん（城内小 5年）の『人ごみ
の中をすりぬけ空の花』が、中高生
の部では、田中昌

まさ き

希さん（大牟田高
3年）の『初盆の祖母の遺影に笑顔
みる』が、最優秀賞に輝きました。

　入選作品は、作品集にして各図書
館に置いています（下写真は入賞者）。

ヤング川柳大会入選者発表


