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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
※ 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

※  16 日（月・祝）は本館、
三橋、水の郷分館が開館

7 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 

7 月の休館日
水の郷　　　 　　 月曜日（16 日は開館し、17 日が休館）
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（16 日は開
　　　　　　　　 館し、17 日が休館）
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
「最高の人生のつくり方」（94 分）、
午前 11 時～

子ども映画
「バラの花とジョー」（21 分）、午
後 3 時～

　家庭菜園が趣味で、直木賞
受賞作家の荻原浩による初
エッセイ集。ほのぼのとした
かわいい絵も著者自身が描い
ています。家庭菜園の話だけ
ではなく旅の話なども収録。
ユーモアたっぷりで、クスリ
と笑える一冊です。

「マス目」で気づく
目の病気

平松 類 著
（翔泳社）

荻原 浩 著
（毎日新聞出版）

極小農園日記 錯視の魔術

ジャンニ・A・サルコーネ他 作
（教育画劇）

7 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　目の老化が始まるのは 20
代から。いつの間にか目の
病気や老化が進行し、見え
にくくなる前に、この本で
セルフチェック。目を健康
に保つためにも、病気の兆
候に早く気づき適切に対処
しましょう。

7 月 14 日（土）/ 本館の無料映画

※  17 日（火）、26 日（木）
は全館休館

　錯視とは、知らず知らず
のうちに、目や脳がだまさ
れてしまう魔法のようなも
の。そのような錯視をたく
さん紹介し、しくみを図版
で分かりやすく解説してい
ます。あなたもだまされる
こと間違いなし。　どんこ舟に乗って市内を流れる二ツ川にす

む生き物や環境、歴史について学ぶ「二ツ川

ウォッチング」に参加する児童を募集します。

●日時　8月17日（金）、午前8時45分～

●集合場所　三橋生涯学習センター

●対象　市内の小学 3～ 6年生、30人（応

募多数の場合は抽選）、参加費無料

●申込期間　7月 2日（月）～ 13日（金）

　問い合わせは、市生涯学習課生涯学習係

（☎ 77・8834）まで。

どんこ舟で「二ツ川ウォッチング」

夏休み読書スタンプラリー

▪期間　7 月 14日（土）～ 8月 26
日（日）

▪内容　図書館全館で、期間中に本を
借り、スタンプを6個集めた人にプ
レゼントを贈呈。スタンプは、3冊借
りるごとに1個押します。プレゼン
トは1人 1個まで。台紙は7月 14
日から全館で配布。

▪対象　小学 6年生までの児童

蒲池分館
蒲池っ子夏のおたのしみ会

▪日時　7月 28日（土）、午後 2時
開始

▪対象　幼児から大人まで、定員
30人程度

▪内容　読み聞かせ絵本の会による
「怖いおはなし」の読み聞かせやマ
ジックショー「ようこそマジックの
世界へ」、おばけくじ、怖い絵本や
マジックの本の資料展示など。無料

昭代分館
おすすめの本を紹介しよう
　

▪期間　7 月 21日（土）～ 8月 31
日（金）

▪対象　小学 6年生までの児童
▪内容　期間中におすすめカードを
同館で配布します。カードにおすす
めの本のタイトルや著者、出版社、
おすすめするところ、ペンネーム、
年齢を書いてください。カードは同
館に掲示されます。（マンガを除く）

　市民劇団「くもで座」の講師を迎え、芝居を作ります。
▪日時・会場　7月 24 日（火）～ 28 日（土）、午前
10時～午後 4時（予定）、水の郷ホール

▪対象　小学 1～ 6年生、25人
▪内容　演劇を基礎から学び、最終日には、本物の舞
台公演を体験。題材は「グリムの不思議な世界」を予定
※ �7 月 20日（金）の午後 7時から開講前のオリエン
テーションを行います。

▪参加費　3500 円
▪申込方法　7 月 6日（金）までに、事前に配布した
申込書を、水の郷に郵送かファクスで提出。電話での
申し込みも可。

「夏休み小学生演劇教室」参加者募集
　 7 月 / 水の郷ホールイベント

　7 月 / 水の郷シネマ

「しゃぼん玉」
▪日時　7月 14 日（土）、午前 10 時 30 分、午後 1
時 30分、午後 7時の 3回（開場は 30分前）

▪料金　前売り 800円、当日 1000 円
※�前売り券は、水の郷事務室や水の郷くらぶサポー
ター店で販売しています。

▪内容　親の愛情を知らずに育ち、罪を犯した主人公。
逃亡中に立ち寄った村で、人々と接するうちに少しず
つ心境に変化が。直木賞作家・乃南アサのベストセラー
小説を映画化した作品

　7 月 / 市民吹奏楽団コンサート

▪日時　7 月 15日（日）、午後１時～
▪観覧料　無料
▪演奏項目　「上を向いて歩こう」や「名探偵コナン
のテーマ」他
※�「やなすい」では、団員を募集しています。問い合
わせは、坂本さん（☎ 090・1178・0525）まで。

●第 178 回健康・文化ウォーキング「学園め
ぐりコース」＝ 22 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
●八女市　▷八女軽トラ市＝ 8 日（日）、22日
（日）、9:00 ～ 12:00、八女観光物産館「とき
めき」駐車場（八女市本町 )▷上陽祇園まつり
＝ 15 日（日）、お御輿巡幸は 14:30 ～ 15:30、
イベントは 17:30 ～ 20:00、花火は 20:10 ～
21:30、上陽町祇園堂地区須賀神社周辺（八女
市上陽町北川内 )▷黒木納涼花火大会＝ 22 日
（日）、20:00 ～、素

す さ の お

盞鳴神社前（八女市黒木町
黒木）
●みやま市　▷第 42 回みやま納涼花火大会＝
20 日（金）、20:00 ～、瀬高橋周辺（みやま市
瀬高町 )
●筑後市　▷第 52 回筑後船小屋花火大会＝ 28
日（土）、19:50 ～ 21:30、筑後広域公園芝生
広場（筑後市津島）
●広川町　▷逆

ぎゃくせだに

瀬谷薬師堂そうめん流し＝ 29
日（日）、10:00 ～ 15:00、逆瀬谷薬師堂（広
川町水原 )

やなすいサマーコンサート in 水の郷


