
市民劇団「くもで座」の3月公演
を行います。
今回はラブストーリーの代表

「ロミオとジュリエット」。“春にち
なんだ明るいミュージカルを”と
いうことで、このシェークスピア
の名作を3000年後の未来に設定を
変えて、SFミュージカルとして上
演することにしました。荒唐無
稽・抱腹絶倒の肩の凝らない作品
に仕上げています。
k日時　①25日（土）、午後4時30
分～、②26日（日）、午後1時30分
～、③同日、午後4時30分～の3回

公演（それぞれ30分前に開場）
k入場料　前売り800円、当日
1000円
（問）水の郷くらぶ

昭和33年の東京。則文が営む
鈴木オートに集団就職で六子がや
ってきた。小さな町工場で落ち込
む六子を一家のやんちゃ坊主・一
平が「テレビがやってくる」と慰
める。一方、向かいの駄菓子屋の
茶川はヒロミに頼まれ、身寄りの
ない少年を預かることに…。
■出演 吉岡秀隆、堤眞一ほか
前売り券がお得です
k日時 11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

■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）
■３月の休館日 6日、13日、20日、
27日の月曜日
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図書館では、最近、「大声で話す」
「見苦しい姿勢で本を読む」「閲覧
机の場所取りをする」「玄関先でタ
バコを吸う」「子どもが走り回る」
などマナーの悪い人が見受けられ、
ほかの利用者からの苦情も絶えま
せん。みんなの図書館です。マナ
ーを守って楽しく利用しましょう。
◎館内では、携帯電話の電源を切
りましょう。
◎ほかの利用者の迷惑にならない
よう、静かに行動しましょう。
◎本、設備、備品などは大切に利
用し、落書きなどはやめましょう。

市内でよく見られる素敵な
さげもん。本館のロビーにさ
げもん特集として、さげもん
に関する本がたくさん集まっ
ています。今年はあなたも挑
戦してみ
ま せ ん
か？

みんなの図書館です

マナーを守って気持ちよく

すらりとした美
しい姿をしたツル
は、めでたい鳥と
して古くからみん
なに愛され、親し
まれてきました。
この本では、ツ

ルの種類、くらし、
保護の歴史など、生態から人間との
かかわり方まで幅広く紹介します。

ツルの大研究
国松俊英著（ＰＨＰ研究所）

ラモーナ、明日へ
ベバリィ・クリアリー著（学習研究社） 新着図書

ご案内

いのちの食事
森野眞由美著（中央公論新社）

マヤ　 ヨースタイン・ゴルデル著
（日本放送出版協会）

＜一般＞いま、暗闇でふるえているきみ
へ（義家弘介）／笑って泣いて母と生き
る（井上美由紀）／国に棄てられるとい
うこと（小川津根子）／ほらほらあれ
（大友英一／監修）／素顔のモーツアルト
（ドノヴァン・ビクスレー）
＜児童＞小学生のためのしごと大事典
（梅沢しごと研究所／編）／吾輩は猫で
ある（夏目漱石）／読解力がつく

四季の星座図鑑
藤井旭著（ポプラ社）

健康に生きるため
の「食」の大切さを
学べる一冊。季節の
家庭料理のレシピ
が、栄養や旬の食材
のコラムなどを交え
て紹介します。子ど
もと一緒につくりな

がら、食の大切さ、楽しさ、「食育」
の重要性を再確認してみませんか？　

冬の空は、空気が
澄み渡り、大気が冷
えきっているので星
の輝きが増し、星が
きれいに見えます。
そして、今は火星と
金星を肉眼ではっき
りと見ることができ

ます。そんな好条件の今、この本を
片手に星座を見てみませんか？

娘を亡くし妻とも
離ればなれになった
フランク。旅先で老
人に問いかけられた。
それから身のまわり
に不思議なことがお
こる。スペイン人カ
ップルは風変わりな

詩を暗唱している。3組の男女が出会
ったとき、デジャビュが生まれる。

4年生になり、つ
づりの勉強に四苦八
苦の女の子ラモー
ナ。求めていた親友
との出会い、ちょっ
ぴり初恋も…。初め
てのダンスパーティ
ーに夢中な姉のビー

ザスや、何でもまねをしだした赤ち
ゃんの妹ロバータ。シリーズ最終章。
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■3月の無料映画会（本館）
■名画劇場 10日（金）
「ミュージック・オブ・ハート」
●子ども映画 25日（土）
「まほうつかいのノナばあさん」
◎会場　本館2階AVホール
◎入場　無料
◎時間　午後3時～

■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）
■3月の休館日 月曜日と30日（三橋図
書館は火曜日と22日）、21日は各分館
休館
※2月27日～3月8日は、特別資
料整理期間のため休館します。

３
月
の
水
の
郷
シ
ネ
マ

市民劇団「くもで座」３月公演 SFミュージカル

ロミオとジュリエット

みんなおいでよ キン来んかん!

第5回水の郷まつり

ザ・ビートルズのコピーバンド
として人気の「THE FLYING
ELEPHANTS」（ザ・フライング・
エレファンツ）ライブコンサート。
k日時　12日（日）、午後3時～
（午後2時30分開場）
k入場料 前売り800円、当日1000
円（問）水の郷くらぶ

k日時 18、19日（火）、午前9時
～午後5時（入場無料）
（問）沢田楽器（174・0511）

音楽教室発表会

水の郷まつり

ライブコンサート

※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。

水の郷 ホール

3月 の主な催し

小学生以下が対象です。
s本館＝毎週土曜、午後2時30分
～s三橋図書館＝第2、4土曜、午
後3時～s雲龍図書館＝9日（木）、
3歳未満・11日（土）、小学生、午
前10時30分～s昭代分館＝毎週
土曜、午前11時～s両開分館＝
11日（土）、午後2時～s蒲池分
館＝第2、4土曜、午前11時～と
21日（火）、午後4時30分～

3月のおはなし会

■ストーリー
今から3000年

後の未来。銀河

のはての、緑豊

かな小さな星ヴ

ェローナ星。そ

れまでに乱開発

で星を次から次

へと破壊し、銀

河のどこにも人が安心して住める

ところはなくなってしまった。

それなのに、ロミオがいるモン

タギューファミリーとジュリエッ

トがいるキャピュレットファミリ

ーはいがみ合っていた。そんな中、

ロミオは仮面舞踏会に忍び込む。

そこで仮面を付けたロミオとジュ

リエットが出会い、引かれ合う。

さて、二人の愛の結末は？この星

の未来はどうなる？

k日時 12日（日）、午前9時～
k内容 s歌とダンスのオンステー
ジ＝午前10時～、入場無料。s野外
イベント＝もちつき大会や手作り
カレーやうどんなどの模擬店。s
エントランスイベント＝ミニコンサ
ートや手品ショーなど。sボランテ
ィア余暇まつり＝ボランティア団
体の活動内容をわかりやすく紹介。
s文化サークルの体験・展示＝受
講生が作った作品を展示したり、
体験教室を行います。s昔なつか
し遊び＝笛づくりや竹馬、水鉄砲
づくり、折り紙遊びなど子どもか
らお年寄りまで一緒に楽しく遊べ
ます。 （問）水の郷くらぶ
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ボランティア講演会

私はコレで、人生が変わりました
仕事中心の学生ITベンチャー起
業家が、家族とボランティア中心
の生き方に180度回転した古野陽
一さんの講演（入場無料）。
k日時 12日（日）、午後1時30分～
k場所 水の郷視聴覚室
（問）水の郷


