■市民劇団「くもで座」錦秋公演

みんなで楽しもう

白秋の素顔を知った
ている場面から始まり、
回想として石川啄木や木
下杢太郎、若山牧水など
との交友関係が描かれ、
白秋の生涯に沿ってその
時々に生まれた作品の朗
読や合唱が随所に盛り込
まれました。最後のカー
テンコールでは、満員の
観衆から出演者に大きな
拍手が送られていました。
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北原白秋生誕120年を記念して、
市民劇団「くもで座」による錦秋
公演「空に真赤な雲のいろ〜北原
白秋物語」が11月5日、6日、水の
郷ホールで行われました。劇が始
まる前に、水の郷くらぶの新谷一
廣会長と白秋会の大城昌平会長が
「少しでも白秋の素顔を知ってもら
いたい。家庭で、仕事場で、柳川
が生んだ白秋はこういう人だった
と語り継いでいただきたい」とあ
いさつしました。
公演は晩年の白秋がベットに寝

12月の水の郷シネマ

「くもで座」クリスマス公演

マッチ売りの少女
1年の終わりに楽しいクリスマ
スソングはいかがでしょうか。
●日時 12月23日（祝）、午後3
時30分開演（午後3時開場）
●内容 くもで座児童部（小中
高生）を中心としたミュージッ
クステージ、朗読劇「マッチ売
りの少女」（入場料500円）
詳しくは、水の郷くらぶまで。

水の郷くらぶ特別講座第15弾

「シンデレラマン」 IT社長たちの今と未来

大恐慌時代のアメリカ。家族と
幸せに暮らすジミーは、前途有望
な若手ボクサー。だが右手を故障
し、勝利に見放されライセンスを
剥奪されてしまう。失業し、日雇
いの肉体労働の毎日。そんなとき、
かつてのマネジャーから一夜限り
の試合復帰をもちかけられる。
■出演 ラッセル・クロウ、レネ
ー・ゼルウィガーほか

前売り券がお得です
k日時 10日
（土）
、午前10時30分、
午後1時30分、午後4時30分、午
後7時30分の4回
k料金 前売り800円、当日1000円
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クリスマス会

■開館時間 午前９時〜午後９時
（温泉は午前10時〜午後８時30分で
入場は午後８時まで。図書館分室は
午前10時〜午後６時。すこやかルー
ムは午前10時〜午後９時）
■12月の休館日 5日、12日、19日、
26日の月曜日。年末年始は28日から4
日まで。

新年の初風呂は「南風」
水の郷の天然温泉「南風」は、
年末は28日まで、新年は1月2
日から営業します。「南風」で
初風呂はいかがですか。
正月2日から6日までの入場者
には、お楽しみ商品が当たる抽
選券を配布します。

水の郷 ホール

12月 の主な催し

トップジャーナリストが語る報道の表と裏

光と水のバラード

年末、あなたへ贈る今年の重大
ニュースの裏話を報道局長が答え
ます。あなたもこの日はジャーナ
リストになれるかも!?
■プロフィル
宮崎県生まれ。
毎日新聞筑豊支
局、西部本社報
道部などで主に
教育や障害児者
を中心にした福
祉や人権問題を
取 材 。 長 崎 支 局 毎日新聞社報道
局長の加藤信夫
で は 県 政 を 担 当 さん（57歳）
し、高島炭鉱の
閉山を取材した。座右の銘は「継
続は力なり」。好奇心、憤り、思い
やり、継続する心を「新聞記者の4
要素」と呼んでいる。
、午後7時〜（受付
k日時 15日（木）
午後6時30分〜）
k料金 大人500円、小中高生200円

冬の向日葵
そう

中国の琴「箏」やピアノの演奏
k日時 11日（日）、午後5時30
分開場、午後6時開演
k 料金 2 0 0 0 円 （ 高 校 生 以 下
1500円）
（問）小川楽器
（174・0335）へ。
木村回生医院

クリスマスコンサート
ジュニアコーラスwing21やジャ
ージー・ストリングス・トリオが出演
k日時 18日（日）、午後1時開
場、午後2時開演（入場無料）
（問）同医院（173・2012）へ。

スポーツダンス研修交流会
k日時 25日（日）、午後1時30分
〜午後4時30分（参加費1000円）
（問）ソシアルゆうな（米倉さん
1090・3076・6467）
まで。
※都合により時間・内容などが変更されること
がありますので、主催者に確認してください。

図書館では、素敵なクリスマス
を過ごしてもらおうと「クリスマ
ス会」を行います。小学生以下の
子どもたち（幼児は保護者同伴で）
に楽しいイベントを用意して皆さ
んの参加をお待ちしています（参
加費無料）
。
o蒲池分館
●日時 12月10日（土）
、午後2時〜
●催し物 歌合唱、パネルシアタ
ー、サンタさんとのクイズ＆じゃ
んけん大会など
o両開分館
●日時 12月17日（土）
、午後2時〜
●催し物 パネルシアター、絵本

衣世梨の魔法帳まいごの幽霊
那須 正幹 著（ポプラ社）

第2弾

の読み聞かせ、ゲームなど
o三橋図書館
●日時 12月24日（土）
、午後3時〜
●催し物 おはなし会など
o雲龍図書館
●日時 12月25日（日）、午前10
時30分〜
●催し物 いっしょに歌いましょ
う、大型絵本、パネルシアター
問いあわせは、各館まで。

サンタさんに
お手紙を書こう！
図書館では、サン
タさんへのお手紙を
募集しています。
お手紙は、12月25日（日）
まであめんぼセンター児童コー
ナーで展示します。
◆募集期限 12月11日（日）
◆応募先 本館児童コーナーの
サンタポスト へ。

新着図書
ご案内

白い着物を着たゆ
うれいのうわさ。夜
道に衣世梨が出会っ ＜一般＞暗証番号はなぜ4桁なのか？
たのは…。子犬の花 （岡嶋裕史）／日本貨幣カタログ2006
／データ放送技術
丸といるとふしぎな （日本貨幣商協同組合）
入門（八木伸行／共著）／リメイクニッ
ことがおこる衣世梨
ト（文化出版局／編）／徳川慶喜家の食
の魔法帳。この世は 卓（徳川慶朝）
／野村ノート（野村克也）
コ イ ン の う ら お も ＜児童＞子どものための敬語の本1（な
て、まわしてみよう魔法のコイン、 がたみかこ）
／おじいさんのランプ（新
ふしぎな世界を歩き体験するお話。
美南吉）
／ひとのからだ（無藤隆）

コンビニでも摂れる勝つための栄養食BOOK

義経千本桜
橋本 治 著（ポプラ社）

源義経と静御
前、武蔵坊弁慶
と戦い、死んだ
はずの平家の貴
公子たちが登場。
嵐の大物の浦で、
桜が満開の吉野
山で、義経はどんな事件に出会うの
か。「義経千本桜」は「仮名手本忠臣
蔵」と並ぶ有名な歌舞伎です。

■開館時間 午前10時〜午後６時
（金曜日の本館、三橋・雲龍図書館
は午後８時まで）
■12月の休館日 月曜日（三橋図
書館は火曜日）。23日は分館を閉
館します。年末年始の休館日は12
月28日〜1月4日です。

■12月の無料映画会（本館）
■名画劇場
9日（金）
、午後3時〜「エンジェ
ル・スノー」
●子ども映画
24日（土）、午後3時〜「トムとジ
ェリー 魔法の指輪」
◎会場 本館2階AVホール
◎入場 無料

バラの病気と害虫見分け方と防ぎ方
長井 雄治 著（農山漁村文化協会）

多くの人に愛され
るバラの花。病気や
害虫でだいなしにな
った経験はありませ
んか？この本では季
節ごとや部位別に発
生しやすい病害虫と
その防除方法、病気
の診断のポイントなどを紹介。初心
者向けの解説付きです。

八人の女帝

川端 理香 著（ベースボールマガジン社）

高木 きよ子 著（冨山房インターナショナル）

手軽に食べられる
コンビニ食品。 栄
養が偏っている と
思っていませんか？
ところが「風邪予防」
や「貧血対策」にお
すすめのコンビニ食
品があるのです。管
理栄養士の著者が目的別コンビニ食
の摂り方をズバリ解説しています。

ここでいう「女帝」
とは女性天皇のこ
と。最近取りざたさ
れている女性天皇論
だが、過去には推古
天皇をはじめ8人の
女帝が存在した。彼
女たちはどのように
して即位に至ったのか。その人物像
や歴史的背景に鋭く迫る。
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