
●歴史文化講演会＝ 2日（土）、13:30 ～、あめ
んぼセンター、阿部哲人さんが「東国の戦国時
代と上杉家文書」と題して、湯山賢一さんが「古
文書から学ぶ」と題して講演、入場無料
●人権を考えるつどい＝ 10日（日）、13:30 ～、
水の郷ホール、プロ車いすランナーの廣道純さ
んが「夢に向かって」と題して講演、入場無料
●第171回柳川健康・文化ウオーキング「長谷
健のふるさと宮永コース」＝ 24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）
▪近隣イベント
●八女市　▷田代の風流＝ 8日（金）、下田代～
八龍神社（八女市黒木町田代）
●筑後市　▷竈

か ま ど

門神社きせる祭り＝ 13日（水）、
11:00～ 14:00、竈門神社（筑後市大字溝口）
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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

12 月の休館日　月曜日（三
橋図書館は火曜日）
※  21 日（木）は資料整理の

ため全館休館
年 末 年 始 の 休 館 日　12 月
28 日（木）～ 1 月 4 日（木）

水の郷
Health & Welfare 

Center

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。

12 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
�����������������　　トレーニングルーム　月曜日
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

図書館マスコットキ
ャラクター「ライブ
くんとラリーちゃん」

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～

名画劇場
「富士ファミリー」（87 分）、午前
11 時～

子ども映画
「フレンドリー・バニーマイロ①」
（35 分）、午後 3 時～

　初代ウルトラマンから、
最新作ウルトラマンジード
まで。全ウルトラマンのい
ろいろな秘密を紹介。おじ
いちゃん、お父さん、子ど
もの 3 世代、みんなで一緒
に楽しんで、ウルトラマン
博士になってみよう。

子どもの学力は「ふせ
んノート」で伸びる

栗田正行 著 
（かんき出版）

　小学生のころ、どんな本
を読んでいましたか？ この
本は、図書室や学級文庫で
誰もが一度は目にした児童
書 を 紹 介。1970 ～ 80 年
代の小学生たちの記憶に残
る児童書を、当時の思い出
とともに振り返ります。

崎山貴大・森田礼子 編
（ポプラ社）

ウルトラマンの
ひみつ100昭和こども図書館

初見健一 著
（大空出版）

12 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　ノートに書いたことを、
ふせんに書いて貼るだけで、
授業の内容が分かり、理解
しやすくなります。今日か
ら早速始められる、究極の
シンプルさ。「普通のノート」
を「ふせんノート」に進化
させよう。

12 月 9 日（土）/ 本館の無料映画

▪日時・会場　12 月 16 日（土）、
午後 2時 30分～、児童コーナー

▪対象　小学生以下の子ども、無料

▪日時・会場　12 月 2日（土）、午
前 10時 20分～、多目的室

▪上映作品　劇場版「トムとジェリー
の大冒険」（83分）

▪対象　小学生以下の子ども 50 人
（先着順）

▪入場料　無料

本館「冬のおはなし会」 蒲池分館「子ども映画会」

昭代分館
「冬の選べるプレゼント抽選会」
▪期間　12 月 2 日（土）～来年 1
月 31日（水）

▪内容　本や雑誌、視聴覚資料を3点
以上借りると抽選くじがあります。

▪対象　中学生以上の利用者

●日時　12月 9日（土）～来年 1月 13日

（土）、午後 6時～ 11時

※点灯イベントは初日の午後 4時～ 9時（点

灯 6時）、ステージイベントや大抽選会など

●会場　立花いこいの森公園（中山）

●内容　15万球のイルミネーションで、7月

に発生した九州北部豪雨の復興を願い、「九州

は一つ」をテーマに、希望の光を発信します。

【問】柳川市商工会（☎ 73・5400）

  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　12月 16日（土）、午後 2時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

　年末年始の休館日

　水の郷、まほろばやまと、サンブリッジは、12 月
28日（木）から 1月 4日（木）まで休館します。
　なお、柳川温泉「南

はえんかぜ

風」は、1月 2日（火）、3日（水）は、
午前 10時から午後 5時まで営業します（入場受付は、
午後 4時 30分まで）。

木村回生医院クリスマスコンサート

　水の郷ホールイベント

▪日時　12月17日（日）、午後2時～（開場は30分前）
▪料金　無料
　問い合わせは同医院（☎ 73・2012）まで。

温泉に親しんでみませんか
　柳川温泉「南風」

　柳川温泉「南
はえんかぜ

風」の泉質は、ナトリウム -炭酸水素塩・
塩化物泉で、神経痛や筋肉痛、関節痛を和らげ、冷え
症や疲労回復、健康増進に効果的です。
　体力低下や冷え症が気になる人は、柳川温泉「南風」
を利用しませんか。お待ちしています。

イルミネーションイベント
ドリーム・カム・ツリー 2017

ヤング川柳表彰式
12月16日（土）、午前10時30分～、
本館 2階 AVホール


