
●第 157 回柳川健康・文化ウオーキング「北
原白秋を偲

し の

ぶコース」＝ 23 日（日）、9:15 ～、
からたち文人の足湯前集合、高校生以上 500 円

【問】金子さん（☎ 090・3600・0354）
●第 29 回柳川市総合美術展＝ 30 日（日）～
11 月 6 日（日）、市民体育館
▪近隣イベント
●大川市　▷第 67 回大川木工まつり＝ 8 日

（土）～ 10 日（月・祝）、9:00 ～ 18:00、大
川産業会館（大川市大字酒見）など
●八女市　▷八女福島白壁ギャラリー 2016 ＝
10 日（月・祝）～ 16 日（日）、八女福島白壁
の町並み（広川町大字久泉）
●広川町　▷第 35 回広川まつり＝ 15 日（土）、
16 日（日）、15 日は 17:00 ～ 21:00、16 日
は 8:30 ～ 15:30、広川中学校（広川町大字久泉）
●みやま市　▷宝満神社奉納能楽 新開能＝ 17
日（月）、15:00 ～、宝満神社（みやま市高田
町北新開）
●筑後市　▷水田天満宮稚児風流＝ 25 日（火）、
10:00 ～ 13:00、水田天満宮（筑後市大字水田）
●大木町　▷よかばい木佐木 大木さるこいフェ
スタ＝ 30 日（日）、10：00 ～、天然温泉大木
の湯アクアス（大木町八丁牟田）集合

20広報やながわ 2016.10.121 広報やながわ 2016.10.1

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

10 月の休館日　月曜日（三
橋図書館は火曜日）
※  10 日（月・祝）は本館、

三橋、水の郷のみ開館
※ 11 日（火）は全館休館
※  27 日（木）は整理休館日

で全館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

10 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　ただの文化財は日本遺産に
はなりません。そこには、個
別の文化財が組み合わさって
紡がれるストーリーが必要。
この本は、日本遺産となった
文化財をそのストーリーとと
もに紹介します。

　落語400年の歴史を解説。
歴史に名を残す落語家たち
や落語の成り立ち、基礎用
語、名作のあらすじなどを
紹介しています。落語を知
らない人から落語通まで楽
しむことができる 1 冊です。

　商品が出てくる自動販売
機やガチャガチャなどが段
ボールで作れます。写真や
丁寧な解説付きだから作る
のも簡単。おもしろい仕掛
けもたくさんあるので、楽
しく作って遊ぼう。

日本遺産
時をつなぐ歴史旅

星沢 卓也 著       
（東京法令出版）

落語 ダンボールで作る
おもしろ自動販売機

横井 洋司 写真　山本 進 他 文
（山川出版社）

大野 萌菜美 監修
（ブティック社）

▶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～

15 日（土）、午前 11 時～＝「神
谷玄次郎捕物控①」（85 分）、午後
3 時～＝子ども映画「ドナルド・
ダック ドナルドの磁石騒動」（62
分）

10 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

  10 月 / 柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊泉徳弓社中

日本舞踊「子どもの踊り」
▪日時　10 月 15 日（土）、午後 2 時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

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。

10 月の休館日　
水の郷　月曜日
　　　   ※ 10 日（月・祝）は開館、代わりに 11 日が休館
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

▪あめんぼコンサート
●日時・会場　10 月 30 日（日）、
午後 2 時～、あめんぼセンター 2 階
AV ホール

●内容　ピアニストの近藤由貴さん
による「きらきら星変奏曲（モーツァ
ルト）」や「ノクターン第 2 番（ショ
パン）」など、入場無料
※未就学児の入場はご遠慮ください。

▪おとなの読書スタンプラリー
●期間　10 月 26 日（水）～ 11 月
30 日（水）

●対象　中学生以上

●内容　本を 3 冊以上借りるごとに
スタンプを１個押し、5 個ではずれな
しのくじ引きを引くことができます。

▪あめんぼ読書ノート配布
●期間　10 月 28 日（金）～（ノー
トがなくなり次第終了）

●内容　読んだ本の記録をつける読
書ノートを配布、高校生以下対象　

▪三橋図書館くじ引き
●期間　10 月 22 日（土）～ 11 月
13 日（日）

●内容　5 冊以上借りると、景品が
当たるくじを引くことができる

9月1日

10月1日

耳が喜ぶことは・・・十人十音。
「補聴器・・・興味はあるけど自分にあった補聴器ってどう買うの？」
補聴器の正しい購入方法や使い方など、ご質問やご相談にお答えします。
ご家族様お揃いでお越しください。＊無料試聴体験できます。
＊音楽用のオーダーイヤホン
＊騒音防止用のオーダー耳栓 も販売中

営業時間：9:30~17:30 日曜10:00~15:00
定休日 ：水曜・祝日 柳川市京町８３番地２コアマンション京町１Ｆ ☎（０９４４）８５-１７００

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

聞こえに不自由を感じるようなことありませんか？
＊最近、テレビのボリュームが大きくなった
＊呼びかけられても気付かないことがある
＊何度も聞き返しをしてしまう
耳を大切に・・・オーダーイヤホン・耳栓販売中！

（H24.4.2〜H25.4.1 生）

の親子のための

大川センター

レッスン見学会実施中！

10 月 30 日（日） 15：00〜

開催！

（通常 5,000 円が 4,000 円）

1,000 円 OFF1,000 円 OFF

無料体験レッスン参加で当日入会の方

ご入会金 ※価格は全て税抜

柳川センター

TALKids
（H22.4.2〜H24.4.1 生）・

リズムポケット
（H25.4.2〜H26.4.1 生）

ピアノ個人レッスンもございます。
無料体験レッスンのお申込はお電話・店頭

または HP でご予約下さい♪

小川楽器株式会社

無料体験レッスン無料体験レッスン

半額！半額！

レッスン見学会実施中！

☎
☎

のための

ジュニアスクール基礎コース

のための

ジュニアスクールギターコース

お気軽にお尋ね下さい♪

ジャンボクリップ

ぷっぷる＆Hoppy のぷっぷる＆Hoppy の

ジャンボクリップ

大川センター

ドレミらんど ( ぷっぷる ) コース

10 月 24 日（月） 18：30〜

10 月 26 日（水） 19：00〜

10 月 16 日（日） 10：15〜

10 月 16 日（日） 11：30〜

10 月 18 日（火） 18：30〜

10 月 16 日（日） 14：00〜

10 月 16 日（日） 15：30〜ポップコーントーク
（H24.4.2〜H25.4.1 生）

ご入会金

開講

（通常 5,000 円が 2,500 円）

早期入会キャンペーン
10 月末までにご入会の方

※割引の併用はできません

秋の読書週間「いざ読書」イベント情報

　水の郷では、施設内 2 か所の売店の経営者を募

集します。

●売店　エントランスホール横「はーとふる」、温

泉大広間内の「水かげろふ」

●応募資格　市民や市内で事業を営む個人、法人

など。その他条件あり

●募集期間　10 月 5 日（水）から 11 月 1 日（火）

の午後 5 時まで

●応募方法　申請書や営業計画書などを同施設へ

提出（申請書や応募要項は同施設にあります）

　問い合わせは、同施設（☎ 75・6200）まで。

柳川総合保健福祉センター
水の郷売店経営者募集

　水の郷シネマ

　10 月の水の郷シネマはお休みです。11 月のシネマ
は 11 月 12 日（土）に「海よりもまだ深く」を上映し
ます。

●日時　10 月 15 日

（土）、午後 1 時～ 4

時（開場は 30 分前）

●会場　大和公民館

大ホール

●内容　女流講談師

の田辺鶴
か く え い

瑛さんによ

る「ほっとけ心のアッ

パレ介護」と題した講演や柳川エイサー響

会による演舞など。要約筆記や手話通訳も

あります。

●入場料　無料。入場参加券は市福祉協議

会の本所（水の郷内）や大和支所（まほろ

ばやまと内）、三橋支所（サンブリッジ内）

で配布

※無料託児あり。10 月 7 日（金）までに申

し込んでください。

　問い合わせは、同協議会大和支所（☎

76・4833）まで。

市社会福祉大会

田辺鶴瑛さん


