
●沖端水天宮祭「御神
幸行列」＝ 3 日（火・
祝）、13:00 ～、「舟舞
台演奏」＝ 3 ～ 5 日、
17:30 ～、同水天宮付
近
● ザ・ ブ ッ ク エ ン ズ 
スプリングコンサート
＝ 15日（日）、13:30
開場、14:00 開演、市
民会館第１会議室、入場無料
●第 152 回健康・文化ウオーキング「ゆった
り文学史跡めぐりコース」＝ 22日（日）、9:15
～、市役所前集合、高校生以上参加費 200円
▪近隣イベント
●みやま市　▷第 28 回鯉・恋・来＝ 5 日（木・
祝）、10:00 ～ 15:30、高田濃施山公園（みや
ま市高田町下楠田 )
●筑後市　▷第 31 回絣の里巡り in 筑後＝ 28
日（土）、29日（日）、9:00 ～ 17:00、熊野区
公民館（筑後市大字熊野 )
●八女市　▷辺春ホタルまつり＝ 28 日（土）、
29 日（ 日 ）、6 月 4 日（ 土 ）、5 日（ 日 ）、
17:00～21:00、長瀬公園（八女市立花町上辺春）
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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

5 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※     3 日（火・祝）、4 日（水・

祝）は三橋図書館、両開・
昭代・蒲池分館が休館

※  5 日（木・祝）は両開・昭代・
蒲池分館が休館

※  26 日（木）は資料整理の
ため全館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

5 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　思い出話から野球の技術、
社会観察まで。誰もが知る

「野球人」長嶋茂雄が、野球
だけにとどまらず、健康維
持の秘訣など多彩な話題に
ついて「野球人」としての
見方で語った一冊です。

　テレビでおなじみの藤田
智教授が野菜づくりを伝授。
定番野菜はもちろん一風変
わった地方野菜まで家庭菜
園のコツが分かります。あ
なたも自分の手で野菜を
作ってみませんか。

　生き物は老化するもの。
この本は老化によって体に
どのような変化が表れるか
を説明しています。しわや、
白髪、体の異常の原因など
学んでお年寄りの手助けを
しましょう。

野球人は
1年ごとに若返る

長嶋茂雄 著
（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

藤田智の
こだわりの野菜づくり

藤田智 著
　（技術評論社）

丸山直記 監修
（大月書店）

▶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～

14 日（土）、午前 11 時～＝名画
劇場「100回泣くこと」（116分）、
午後 3時～＝子ども映画「トムと
ジェリー⑩」（51分）

5 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。

5 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

　市立図書館は、2年の保存年限が
過ぎた雑誌と、1年が過ぎた週刊誌
を無料でお譲りする雑誌リサイクル
デーを開催します。
▶蒲池分館＝ 5月 15日（日）、1人
5冊まで、週刊誌冊数無制限▶三橋図
書館＝ 5月 22日（日）、1人 10冊
まで▶本館＝ 5月 29日（日）、1人
10冊まで▶両開分館＝6月5日（日）、
1人 5冊まで▶昭代分館＝ 6月 12
日（日）、1人5冊まで▶雲龍図書館
＝ 7月3日（日）、1人10冊まで

※時間は各館、午前 10 時～午後 5
時。午後から冊数無制限（本館は午
前 11時 30分から）
※整理券を当日配布する会場あり
（本館は午前 9 時から整理券を配
布）。詳しくは各館へお問い合わせ
を。

「雑誌リサイクルデー」5 月から 7 月始めまで開催

　柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊泉徳弓社中

「あでやかに舞う」
▪日時　5 月 14 日（土）、午
後 2時～

▪料金　観覧無料（ただし温泉
入場料は必要）

しわがふえ、しらが
になるのはなぜ？

　5 月 / 水の郷シネマ

はなちゃんのみそ汁
▪日時　5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、回数券
5000 円（6枚つづり）。
なお、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。

じゃがいも掘りはよかばんも～

　よかばんも～

おいでん会は、

ジャガイモ掘り

体験やじゃがバ

ターの試食を行

います。

●日時　5月 21

日（土）、午後１時 30分～ 3時（小雨決行）

●会場　ひまわり園隣のジャガイモ畑（橋

本町）

●参加費　無料（持ち帰りの場合は量り売

り）、20人

●持ってくる物　スコップ、軍手、長靴（汚

れてもいい服装で参加ください）

●申込締切　5月 19日（木）

　申し込み、問い合わせは、同会の山田さ

ん（☎ 090・9654・9191）まで。


