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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

3 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  2 月 22 日（木）～ 3 月 4

日（日）は、特別整理休館
日で全館休館

※  5 日（月）は、三橋図書館
のみ開館

※  21 日（水・祝）は、両開・
昭代・蒲池分館が休館

※  29 日（木）は、特別整理
日で全館休館

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 

3 月の休館日
水の郷　　　　　�月曜日（21日は、おもてなし健康マラソ

ン大会のため水の郷は全館休館）
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
�����������������　　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
「96 時間レクイエム」（109 分）、
午前 11 時～

子ども映画
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」（50
分）、午後 3 時～

　KDDI の創設者で JAL を
復活させた著者が、これか
ら社会の主役となる子ども
たちへの言葉をまとめてい
ます。絵やマンガで楽しみ
ながら「思いやり」の心や

「思い」の力を子どもたちに
教えることができる本です。

糖尿病に効く
「かんたん体操」

宮本正一 著
（洋泉社）

　「生活習慣病」という言葉
の提案や「いのちの授業」
で命や平和の大切さを伝え
続けた日野原医師。この本
では、日野原医師が 105 年
の人生で遺した 105 の言葉
とともに、エピソードを交え
てその人生を振り返ります。

稲盛和夫 監修
（西東社）

稲盛和夫新道徳

子ども こころの育て方
日野原重明の世界
人生を色鮮やかに生きるための 105 の言葉

（中央法規）

3 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　糖尿病歴 20 年の著者が、
運動が苦手な人でも始めら
れる糖尿病改善に効果的な

「かんたん体操」を紹介。電
車に乗っているときにできる
つま先立ちや有酸素運動など
も掲載されています。あなた
も気軽に始めてみませんか。

3 月 10 日（土）/ 本館の無料映画

●日時　3月 17日（土）、午後2時～
●会場　あめんぼセンター 2階 AV
ホール

●講師　農村漁村文化協会九州沖縄
支部の佐藤圭さん

●入場料　無料

「野菜作り講習会」
●日時　3月24日（土）、午後2時～
●会場　蒲池分館多目的室
●内容　小さなお子さんのためのお
はなし。子ども映画、エプロンシア
ター、いずれも「おおきなかぶ」

●定員　30人
●入場料　無料

蒲池っ子 春のおたのしみ会

●柳川きもの日和＝ 11 日（日）、10:00 ～
15:00、市観光案内所
●柳川健康・文化ウオーキング「柳川の文化財
鑑賞とさげもんめぐり」＝ 18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）
●おひな様水上パレード＝ 18日（日）、11:00
～ 12:20、沖端～三柱神社
●第4回柳川おもてなし健康マラソン大会＝21
日（水・祝）、9:00～、有明地域観光物産公園発着
●高畑公園桜まつり＝ 23日（金）～ 4月 8日
（日）、三柱神社内高畑公園
▪近隣イベント
●筑後市　▷粟島神社大祭＝ 3 日（土）、10:00
～15:00、六所宮境内粟島神社（筑後市大字羽犬塚）
●八女市　▷雛の里・八女ぼんぼりまつり�願い
雛＝ 4 日（日）、12:00 ～ 14:30、八女公園（八
女市本町）▷八女福島の燈籠人形特別公演＝ 4
日（日）、13:30 ～、15:00 ～、八女民俗資料館（八
女市本町）▷雛の里・八女ぼんぼりまつり�宵の
雛＝ 10日（土）、17:30 点灯、福島八幡宮境内（八
女市本町）
●大川市　▷第36回古賀政男記念「大川音楽祭」
＝ 4日（日）、12:00～、大川市文化センター（大
川市酒見）
●みやま市　▷九州オルレみやま・清水山コース1
周年アニバーサリーオルレ＝ 18日（日）、10:00～、
同コース（みやま市瀬高町）、参加費 1000 円

　市立図書館で、１月 27日、第 15
回あめんぼ読書感想画表彰式が行わ
れました。最優秀賞者は、以
下の通りです。▷低学年の部
＝冨安成

なる き

喜さん（六合 1）▷
中学年の部＝大津礼

れ な

奈さん
（皿垣 3）▷高学年の部＝冨
安理

り き

喜さん（六合 6）

あめんぼ読書感想画表彰式

　柳川温泉「南風」イベント

水の郷文化サークル受講生による日本舞踊
▪日時　3月 11日（日）、10時 30分～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

　水の郷シネマ

▪時間　午後 2時開演（開場は 30分前）
▪会場　水の郷ホール
▪入場料　無料。ただし入場整理券が必要。整理券は
　水の郷事務室で配布

「徘徊 ママリン 87 歳の夏」
▪日時　3月10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（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）

　水の郷イベント

第 17 回 水の郷まつり

「ブリヂストン K2 バンド演奏会」特別公演

第 4回「桜花さく落語会」は、3月 24 日（土）、
午後 1時 30分～、水の郷 2階和室で開催

　市民劇団「くもで座」3 月公演

▪日時・会場　3月 25 日（日）、午前
10 時 30 分～、午後 2時 30 分～（開
場は 30分前）。水の郷ホール

▪入場料　一般800円（当日1000円）、
中・高生 500 円、小学生以下無料（整
理券が必要）。チケットは水の郷事務室
や水の郷くらぶサポーター店で販売

春休みファミリー劇場

「お別れ遠足はタイムマシーンに乗って」

　水の郷文化サークルの受講生による活動発表や作品
展示などを行います。

▪日時・会場　3 月 11日（日）、午前 9時～午後 4時、
水の郷 1階エントランス他

劇団カッパ座創立50周年記念公演
ぬいぐるみ人形劇「ふたりの王子」
●日時　3 月 17日（土）、
午 後 1 時 30 分 ～ 3 時
30分（開場は午後 1時）

●会場　市民会館ホール
●入場料　3歳未満無料、
3 歳～小学生 1500 円、
中学生以上 2500 円（当
日券はそれぞれ500円増し）

□ボランティア募集　公演当日に舞台裏の
黒子や荷物の搬入・搬出、会場整理などを
行うボランティア 5人（18～ 50歳）を募
集します。

　チケット販売やボランティアの申し込み、
問い合わせは、有明カッパ友の会柳川事務
局（☎ 85・1888）まで。

受賞者の皆さん


