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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

8 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  11 日（木・祝）は両開・

昭 代・ 蒲 池 分 館 が 休 館。
25 日（木）は資料整理の
ため全館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

8 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

▶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〜

13 日（土）、午前 11 時〜＝名画
劇場「はだしのゲン」（107 分）、
午後 3 時〜＝子ども映画「おじゃ
る丸スペシャル わすれた森のヒナ
タ」（51 分）、無料

8 月 / あめんぼ映画会 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。

8 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

　8 月 31 日（水）まで、小学 6 年

生までの児童を対象に、「夏休み★

読書スタンプラリー」を開催してい

ます。期間中に本を 2 冊以上借りて、

スタンプを 10 個集めた人はプレゼ

ントがもらえます。

　スタンプ台紙は、各図書館で配布

しています。

　この機会にたくさん本を読みまし

ょう。

　図書館の本や紙芝居、DVD など

を借りる場合は、利用カードが必要

です。利用カードを作るときは、市

内に住んでいることが確認できるも

の、市内に通勤、通学していること

が確認できる免許証や健康保険証な

どを持参してください。初めて作る

場合は無料、無くした場合は再発行

に 100 円が必要です。

夏休み★読書スタンプラリー

　メモを取った大きなふせ
んを、A4 ノートで整理する

「ふせんノート術」。この本
で学べば、あなたの人生が
はかどります。お金や仕事、
勉強など人生の悩みも解決
できるかもしれません。

坂下 仁 著
（フォレスト出版）

1冊の「ふせんノート」で
人生は、はかどる

　子どもは「つくる」ことで、
いろんな気持ちが生まれま
す。この本には、自分で考
えながら「つくる」ことが
できるアイデアがいっぱい。
子どもの心と頭を成長させ
る本です。

こどもがたのしくつくる
はじめてのこうさく

山添 j
ジ ョ セ フ

oseph 勇 著
（高橋書店）

　目線を変えれば老いること
も喜びの一つ。著者が経験を
踏まえて、老いの楽しさを教
えてくれます。老いに不安を
感じているあなた。ちょっと
見方を変えて、良い年の取り
方を考えてみませんか。

吉永みち子 著
（海竜社）

　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　8 月 21 日（日）、正
午〜

▪観覧料　無料（ただし温泉入
場料は必要）

▪日時・会場　8 月 11 日
（木・祝）、昼の部＝午後 1
時 30 分〜、夜の部＝午後
5 時〜、水の郷ホール（開
場は 30 分前）

▪ 料 金　 一 般 ＝ 1000 円
（当日 1200 円）、中学生以
下＝ 500 円、親子ペア＝
1200 円（中学生以下対象）
※前売券は、水の郷、水の郷くらぶサポーター店で販売

～朗読劇～「長崎の鐘」
‐長崎の被爆医師・永井隆博士の手記より‐

　市民劇団「くもで座」8 月公演

5月1日

7月1日

8月1日

柳川市京町８３－２ ☎（０９４４）８５-１７００

安心して相談できる、お店選びを！
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８３－２ ☎（０９４４）８５-１７００

安心して相談できる、お店選びを！
難聴や耳鳴りでお悩みの方、
是非、一度ご相談ください。信頼と安心のマークです。

柳川市京町８３－２ ☎（０９４４）８５-１７００
営業時間 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！
お盆は営業します。（８月１２日（金）～１６日（火））
ご家族お揃いでお越しください。

図書館の利用カードは
お持ちですか？

　市民会館は、親子を対

象に、お話し会や紙相撲

トーナメントを開催しま

す。夏の思い出に親子で

参加してみませんか。

●日時　8 月 21 日（日）、

午後 1 時〜（3 時間程度）

●会場　市民会館第 1、2

会議室

●対象　5 歳以上の子ども（中学生不可）と

保護者、30 組（要予約、定員になり次第キャ

ンセル待ち）

●入場料　無料

●内容　▷第 1 部＝ SOAC さんによるお話し

会「夏のこわ〜いお話」、▷第 2 部＝紙相撲トー

ナメント（当日制作し競技、参加者全員にお

菓子を、上位入賞者には花火セットをプレゼ

ント）

※ 2 部のみの参加不可

　申し込み、問い合わせは、市民会館（☎

72・5168）まで。

親子で楽しむ会館の日

老いの世も
目線を変えれば面白い

●第 18回有明海花火フェスタ＝ 21 日（日）、
15:00 開場、（打ち上げは 19:30 〜）、延期の
場合は 28 日（日）、むつごろうランド、（問）
有明海花火フェスタ実行委員会（☎ 070・
4690・0856）
●第 155 回柳川健康・文化ウオーキング「柳
川水辺の散歩道（クリーン）コース」＝ 28 日

（日）、6:15 〜、からたち文人の足湯前集合、
参加費無料、（問）金子さん（☎ 090・3600・
0354）
▪近隣イベント
●大川市　▷第61回大川花火大会＝ 11 日（木・
祝）、20:00 〜 21:00、筑後川総合運動公園
●八女市　▷夏まつり「よかっ祭」＝ 13 日（土）、
18:00 〜 21:30、八女市星野体育センター▷第
22回八女上陽万灯流し＝ 16 日（火）、19:00 〜、
ほたると石橋の館（八女市上陽町）
●筑後市　▷久富観音堂盆綱曳き＝ 14 日（日）、
10:00 〜 11:00、久富観音堂（筑後市大字久富）
●大木町　▷おおき堀んぴっく2016＝ 28 日

（日）、9:00 〜 17:00、道の駅おおき
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　柳川市民吹奏楽団コンサート

やなすいサマーコンサート i
イン

n 水の郷
　柳川市民吹奏楽団（や
なすい）が、「鉄腕アトム」
や「ドレミの歌」、「さん
ぽ」など、さまざまなジャ
ンルの曲を演奏します。

▪日時　8 月 14 日（日）、午後 1 時〜
▪会場　水の郷 1 階エントランスホール
▪観覧料　無料


