
●企画展「郷土の先覚者 石田昌」＝ 5 日（日）
まで、柳川古文書館
●ヒューマンライツ「はーとふるコンサート」
＝7日（火）、18:30～、中山コミュニティセンター
●市ニュースポーツフェスタ（種目キンボール）
＝ 11 日（土・祝）、9:00 ～、市民体育館
●柳川消防・火の用心バレーボール大会＝ 12
日（日）、8:30 ～、市民体育館、城内小体育館
●市大和 B&G 海洋センター少年柔道大会＝ 26
日（日）、9:00 ～、同センター体育館
●第 161 回柳川健康・文化ウオーキング「柳
川城総郭周遊コース」＝ 26 日（日）、9:15 ～、
からたち文人の足湯前集合、高校生以上 200 円

【問】金子さん（☎ 090・3600・0354）
●カルチャラル柳川ふれあい文化事業「岡本
知高スペシャルコンサート」＝ 26 日（日）、
14:00 ～、市民会館、前売券＝一般 3000 円、
高校生以下 1000 円、当日券は 500 円増し
▪近隣イベント
●大川市　▷風浪宮大祭「おふろうさん」＝ 9
日（木）～ 11 日（土・祝）、風浪宮（大川市酒見）
●八女市　▷雛

ひな

の里・八女ぼんぼりまつり＝
12 日（日）～ 3 月 12 日（日）、八女市福島地
区一帯▷夢たちばな観梅会＝ 18 日（土）～ 26
日（日）、谷川梅林（八女市立花町）
●みやま市　▷九州オルレ「みやま・清水山コー
ス」オープン＝ 19 日（日）、10:00 ～、八楽会
教団（みやま市瀬高町大草）スタート
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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

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

昭代・蒲池分館が休館
※  23 日（木）～ 3 月 5 日
（日）は特別整理休館で全
館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

2 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　直木賞候補にもなった作家
森見登美彦さんの対談集。相
手は同じ作家から女優、アナ
ウンサー、そして、10 年前
の自分まで。10 代、20 代
に圧倒的人気の森見ワールド
へようこそ。

　荒汐部屋には「猫親方」が
2 匹います。強い瞳が印象的
なモルと、麦畑みたいな背中
を持つムギ。2 匹のネコと力
士たちの暮らしを、たくさん
の表情豊かな写真や心温まる
ドラマで紹介します。

　ぼくはきかんしゃのルー。
たまねぎさんや、にんじんさ
ん、じゃがいもさんをのせて、
しゅっぱーつ！ しゅうてん
についておんせんにはいった
ら、みんながおいしいたべも
のにへんしんしたよ。

森見登美彦氏対談集
ぐるぐる問答

森見登美彦 著
（小学館）

モルとムギ
相撲部屋の猫親方

おいしくなーれ！
きかんしゃ ルー

荒汐部屋 著　前田悟志 写真
（河出書房新社）

わだことみ 作 かいちとおる 絵
（教育画劇）

▶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～

11 日（土・祝）、午前 11 時～＝
名画劇場「大木家のたのしい旅行 
新婚地獄篇」（122 分）、午後 3 時
～＝子ども映画「わしも WASiMO
⑥」（60 分）

2 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

　柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊 泉流 泉徳弓社中「祝いを舞う」
▪日時　2 月 11 日（土・祝）、午後 1 時 30 分～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

イベント情報 Events 

2 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

●日時　2 月 12 日（日）、午後 2 時～
●会場　あめんぼセンター 2 階 AV
ホール

●出演　大橋愛子・涼子（ピアノ・
鍵盤ハーモニカ）

●プログラム　
①リベルタンゴ
②オブリビオン〈忘却〉
③ラ・クンパルシータ
④津軽海峡冬景色　など

●入場料　無料
※未就学児の来場はご遠慮ください。

あめんぼコンサート
「大橋愛子・涼子さんによるアルゼンチンタンゴ」

　水の郷シネマ

2月1日

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

補聴器選びは、技能・設備も整った安心できる
認定補聴器専門店にお任せください。
難聴や耳鳴りでお困りの方、ご相談承ります。
無料で自宅訪問致します。

第 16 回 水の郷まつり

▪日時　3 月 12 日（日）、午前 9 時～
▪会場　水の郷 1 階エントランス
▪内容　水の郷文化サークルの受講生による活動発
表や作品展示など

● 日 時　2 月 4 日
（土）、午前 9 時 30
分～午後 3 時 30 分

●会場　JA 柳川本
所（上宮永町）

●主なイベント　
▷小学生図画コン
クール表彰式▷景
品付きボール投げ
▷ダンスパフォー
マンス▷野菜の収

穫体験▷農産物加工品販売 など
※ 臨時駐車場は、旧長田病院跡地を利用し

てください。
　問い合わせは、JA 柳川総務部総合企画課

（☎ 73・6312）まで。

JA 柳川 農業まつり

　2 月の水の郷シネマはお休みです。3 月のシネマは
3 月 11 日（土）に「ぼくのおじさん」を上映します。

「トリオ・ロス・ファンダンゴス」
アルゼンチンタンゴ コンサート

▪時間　午後 6 時 30 分開演（会場は 30 分前）
▪会場　水の郷ホール
▪入場料　前売り券 2000 円（当日券 2500 円）
※ 前売り券完売の際は、当日券の販売は行わない場

合があります。

昨年の水の郷まつりで歌う受講生

大橋愛子さん 大橋涼子さん

　1 月 21 日（土）にあめん
ぼセンター 2 階 AV ホール
にて表彰式を行いました。
●最優秀賞（敬称略、かっ
こ内は学校名と学年）　▷
小学生低学年の部＝大津
空
す か い

海（六合小 1）▷中学年
の部＝星野圭

け い ご

吾（同 4）▷
高学年の部＝東美

み く

来（同 5）

第 14 回あめんぼ読書感想画表彰式
水の郷まつり特別イベント

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。

左から東さん、大津君、星野君


