
●流し雛
びな

祭＝ 3 日（日）、10:00 ～、柳川古文
書館前～日吉神社
●第 13 回中山大藤まつ
り＝ 16 日（土）～ 28 日

（木）、中山熊野神社、立
花いこいの森▷16日（土）
＝文化協会発表会▷ 17
日（日）＝ BABY GO12
▷ 22 日（金）＝ジャズ
ライブ
●第151回柳川健康・文化ウオーキング「沖の端
名所・史跡めぐり」＝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
▪近隣イベント
●八女市　▷星の花公園シャクなげまつり＝ 8
日（金）～ 5 月 8 日（日）、9:00 ～ 17:00、星
の花公園（八女市星野村）▷八女黒木大藤まつ
り＝ 16 日（土）～ 5 月初旬、9:00 ～ 17:00（ラ
イトアップ 18:30 ～ 22:00）、素

す さ の お

戔嗚神社（八
女市黒木町大字黒木）
●大川市　▷春の大川木工まつり＝ 9 日（土）、
10 日（日）、9:00 ～ 18:00、大川産業会館（大
川市大字酒見）など
●筑後市　▷筑後七国酒文化博＝ 9 日（土）、
12:00 ～ 20:00、九州芸文館（筑後船小屋駅隣）
●みやま市　▷清水山ぼたん園＝ 10 日（日）
～ 30 日（土）、9:00 ～ 18:00、清水山ぼたん
園（みやま市瀬高町本吉）
●大木町　▷道の駅おおき 6周年感謝祭＝ 29
日（金・祝）、10:00 ～、道の駅おおき（大木
町大字横溝）
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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

4 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  28 日（木）は資料整理で

全館休館。29 日（金）は
両開・昭代・蒲池分館が休
館

水の郷
Health & Welfare 

Center

4 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　昭和の商品パッケージは、
自由で個性的なものばかり。
どこかポップで、しかし、
どこか挑戦的なデザインを
楽しめる 1 冊です。魅力的
な昭和レトロの世界へタイ
ムスリップしてみませんか。

　ありふれたものが著者の
思いや言葉で、かけがえのな
い「たからもの」になります。
夫は著名な数学者、藤原正
彦である著者が、家族の思
い出にあふれた「たからも
の」を描くエッセー集です。

　歴史など勉強に役立つ知
識から、ちょっと自慢でき
る豆知識まで、春にまつわ
る“なぜ”を 250 問収録。
あなたもこの本を読んで、
ものしりチャンピオンにな
りましょう。

昭和の
レトロパッケージ

初見 健一 著
（グラフィック社）

藤原家のたからもの
　藤原 美子 著

（集英社）
くもん出版 編著

（くもん出版）

▶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～

9 日（土）、午前 11 時～＝名画劇
場「S.W.A.T. ユニット 887 24
時間の奪還作戦」（96 分）、午後 3
時～＝子ども映画「トムとジェリー
⑨」（52 分）

4 月 / 本館の無料映画 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 

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。

4 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
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

　
春のおはなし会
▪日時　4 月 30 日（土）、0 ～ 2 歳
児向け＝午後 2 時 30 分～、小学生
以上向け＝午後 3 時 10 分～

▪会場　本館 1 階おはなしの部屋
▪料金　無料

POPを書いてみよう！
　同館で 3 冊以上の本を借りた人
に P

ポ ッ プ

OP 広告用のカードを渡します。
そのカードにおすすめの本について
書き、同館に提出してください。

▪期間　4 月 23 日（土）～
▪対象　高校生以下、先着 80 人

2月1日

3月1日

4月1日

認定補聴器技能者は、補聴器関連唯一の認定資格です。２名の認定補聴器技能者がいつも在籍しています。

無料自宅訪問サービスのご案内
①まずは、お気軽にお電話ください。②ご自宅や施設などご指定の場所にお伺い致します。
③補聴器に関する適切なアドバイスをお届けします。

柳川市京町８３番地２コアマンション京町１Ｆ ☎（０９４４）８５-１７００

営業時間：平日・土曜 9:30~17:30
日曜 10:00~15:00

定休日 ：水曜・祝日

安心して相談できる、お店選びを！

「聞き取りにくい」と感じたら、お気軽に認定補聴器技能者の在籍する補聴器販売店へご来店ください。

【認定補聴器技能者】

（公）テクノエイド協会が認定する、確かな技能と正しい知識を持った補聴器のエキスパート！

無料自宅訪問サービス制度もあります！

柳川市京町８３番地２コアマンション京町１Ｆ ☎（０９４４）８５-１７００

営業時間：平日・土曜 9:30~17:30
日曜 10:00~15:00

定休日 ：水曜・祝日

安心して相談できる、お店選びを！
認定補聴器技能者は、（公）テクノエイド協会が認定する、確かな技能と正しい知識を持った
補聴器のエキスパートです。認定補聴器専門店は、認定補聴器技能者が常勤している整った設備を
持つ補聴器販売店です。
「難聴」や「耳鳴り」でお悩みの方、
是非、一度ご相談ください。

柳川市京町８３番地２コアマンション京町１Ｆ ☎（０９４４）８５-１７００
営業時間：平日・土曜 9:30~17:30

日曜 10:00~15:00
定休日 ：水曜・祝日

　柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊「子どもの踊り」
▪日時　4 月 3 日（日）、正午～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

第 15 回水の郷まつりで成果を披露

　水の郷は、3 月 14 日、15 回目となる水の郷
まつりを開催。水の郷くらぶが主催する「水の郷
文化サークル」受講生による、お謡いや日本舞踊、
太極拳、英会話、3B エアロの発表の他、４月か
ら新しく開講する落語入門教室の講師による小噺
も行われました。また、川柳、陶芸、絵画、プリ
ザーブドフラワー、柳川まり・さげもん教室受講
生の作品展示や、ガーデニング、エコクッキング、
ヨガの体験も行われました。午後からは、からこ
ま座による人形作成や大江戸ジュリさんによる手
品体験のワークショップが催され、小さな子ども
から大人までたくさんの人でにぎわいました。

受講生が声を合わせて英語で合唱

ものしりチャンピオン1000問

春 250の“なぜ”

4 月 23 日から「こども読書週間」

　4 月 23 日から 5 月 12 日までは「こどもの読書週間」です。これに合わせ、市
立図書館では、2 つのイベントを開催します。なお、会場は同館本館のみです。

　柳川市民吹奏楽団コンサート

やなすいスプリングコンサート in水の郷
▪日時　4 月 17 日（日）、午後 1 時～
▪会場　水の郷 1 階エントランスホール
▪曲目　「北国の春」「ドレミの歌」「さんぽ」など

　水の郷シネマ

　4 月の水の郷シネマはお休みです。5 月のシネマは
5 月 14 日（土）に「はなちゃんのみそ汁」を上映します。

市民会館で折り紙で
カーネーションを作りませんか

　市民会館は、手作り
カーネーション創作教室
を開催します。母の日に
折り紙で作った手作り
カーネーションを贈って
みませんか。料金は無料

なので、だれでも気軽に予約してください。

▪日時　4 月 16 日（土）、午前 10 時～正午
▪会場　市民会館第 3 会議室

▪定員　先着 40 人、要予約
　予約、問い合わせは、同会館（☎ 72・
5168）まで。
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