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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

6 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）

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 

6 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
　　　　　　　　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、午後 2 時 30 分～（第 4 土
曜は赤ちゃんおはなし会、午前 11 時～）

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、午後 2 時 30 分～

名画劇場
「劇場版 猫侍南の島へ行く」（85
分）、午前 11 時～

子ども映画
「やさしいライオン」（27 分）、午
後 3 時～

　きつねうどんが好きなきつ
ねくんとたぬきうどんが好き
なたぬきくん。ある日 2 人
は、どっちのうどんがおい
しいかでけんかになります。
そこでうどん屋の店主は、
仲直りさせるため 2 人と一
緒にうどんを作ることに…

パンダといっしょ
高氏貴博 / 柴﨑朋実 編集・執筆

（洋泉社）
古内ヨシ 作

（大日本図書）

きつねうどん
たぬきうどん

僕が 14 歳でカナダ名門
5 大学に合格できたわけ

大川 翔 著
（学研プラス）

6 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　昨年に上野動物園で生ま
れたジャイアントパンダの
シャンシャン。父リーリー
と母シンシンとともに、そ
の元気な姿を紹介。他にも
日本にいるパンダたちのか
わいい写真をたくさん掲載
しています。

6 月 9 日（土）/ 本館の無料映画

●市青少年育成市民会議意見発表会「いま小・
中学生が訴えたいこと」＝ 3 日（日）、14:00
～ 15:30、三橋生涯学習センター

●市民ペタンク大会＝ 8 日（金）、9:00 ～、市
民三橋グラウンド

●第 177 回健康・文化ウォーキング「柳川文
学・史跡めぐりコース」＝ 24 日（日）、9:15 ～、
からたち文人の足湯前集合、高校生以上参加費
200 円【問】まちづくりネットワーク柳川の金
子さん（☎ 090・3600・0354）

▪近隣イベント
●筑後市　▷第 35 回絣の里巡り in 筑後＝ 2 日
（土）、3日（日）、9:00 ～ 16:00、熊野区公民
館（筑後市大字熊野）
●八女市　▷辺春ホタルまつり＝ 2 日（土）、3
日（日）、17:00 ～ 21:00、長瀬公園（八女市
立花町上辺春 )▷第 31 回八女上陽ホタルと銘
茶まつり＝ 5 月 31 日（木）～ 6月 5日（火）、
18:00 ～ 21:00、ほたると石橋の館（八女市上
陽町北川内 )▷田代ホタルまつり＝ 8 日（金）
～ 10日（日）、八女市黒木町田代地区
●大川市　▷昇開橋スタンプラリー、えつ祭
り、なまずサミット＝ 17 日（日）、10:00 ～
16:00、筑後川昇開橋展望公園（大川市向島 )

　雲龍図書館
開館 25 周年 四半世紀祭
▪対象　雲龍図書館・資料館の来館者
▪期間　7 月 1日（日）～ 31日（火）
▪内容　▷四半世紀感謝くじ＝期間
内に資料を 5点以上借りた人にくじ
引きで景品をプレゼント。また本を
3点以上借りた小学生以下の子ども
には紙相撲力士キットをプレゼント

▷雑誌リサイクルデー＝ 7月 1 日
（日）▷特集＝「この本たちも 25歳」
（平成 5年 7月発行の本の特集）▷
資料館特別展示＝平成5年の本場所
ポスターと番付表（9・11月）の展示

※  28 日（木）は、資料整理
日で全館休館

　6月から蒲池分館のおはなし
会の開始時間を、午前11時から
午後2時 30分に変更します。

　柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊「あでやかに舞う」
▪日時　6月 24日（日）、午後 1時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

柳川市民劇団「くもで座」団員募集
　舞台に立ってスポットライトを浴びませんか。

▪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

  水の郷ホールイベント

ウイング古賀 社交ダンスパーティー

▪日時　6月 3日（日）、午後 1時 30分～
▪参加費　1000 円（観覧は無料）
　問い合わせは、古賀さん（☎ 090・6774・7617）まで。

「柳川市文化協会 カラオケ水郷」発表会

▪日時　7月 1日（日）、午前 9時 30分～
▪料金　観覧無料
　問い合わせは、亀崎さん（☎ 72・3211）まで。

椛島菖蒲園

　川下りコース沿いにある椛島菖蒲園は、5

月下旬から 6月上旬までが見ごろ。品種ご

とに開花の時期が異なり、約 20 種 3 万本

のハナショウブが咲きほこります。

●期間　6月上旬まで、午前9時～午後5時

●場所　市役所柳川庁舎南の川下りコース

沿い

●入園料　無料

　問い合わせは、観光課（☎ 77・8563）へ。

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。

　9 歳でカナダ政府にギフ
ティッド（天才児登録）に
認定され、14 歳で 5 大学
に合格した著者。本書では、
彼がいかにして天才脳を作
り上げたかを紹介。また各
章末には、母親の視点での
解説も付いています。


