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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
※ 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）

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 

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
                 　　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

本館
毎週土曜、午後 2 時 30 分～（第 4 土
曜は赤ちゃんおはなし会、午前 11 時～）

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、午後 2 時 30 分～

名画劇場
「はだしのゲン第 3 部 ヒロシマの
たたかい」（128 分）、午前 11 時～

子ども映画
「つるにのって とも子の冒険」
（27 分）、午後 3 時～

　「和讃（わさん）」とは、和
語を使って仏様や菩薩様など
を褒めたたえる詩歌のこと。
著者が親鸞（しんらん）の「和
讃」を引用して、恋愛や仕事、
人生についての悩みを解決し
ます。知らない人でもわかり
やすい「和讃」の入門書です。

初めて作る かわい
い練りきり和菓子

川嶋紀子 著
（産業編集センター）

英月 著
（春秋社）

そのお悩み、親鸞さん
が解決してくれます

あべ弘士 
どうぶつクイズ教室

あべ弘士 著
（クレヨンハウス）

8 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　動物や花、ハロウィン、
クリスマスなどのイベント
をモチーフにした、かわい
い練りきり和菓子の作り方
を紹介。写真を使って、作
業工程を丁寧に説明してい
るので、初心者でも安心し
て作れます。

8 月 11 日（土・祝）/ 本館の無料映画

※  11 日（土・祝）は両開・
昭代・蒲池分館のみ休館

※  30 日（木）は資料整理の
ため全館休館　北海道の旭山動物園で飼

育係をしていた著者が、動
物クイズをユーモアたっぷ
りに出題。身近な動物から
めったに見られない動物ま
でさまざまな動物が登場し
ます。子どもから大人まで
一緒に楽しめる一冊です。

　壇遼さんと児

島祐子さんが、ギ

ターとハープによ

るコンサートを開

催。2つの楽器が

調和した美しい音

色を楽しめます。

●日時　9月 9日（日）、午後2時～（開場

は30分前）

●会場　市民会館第一会議室

●定員　150人

●料金　▷前売り券＝ 1500 円▷当日券＝

2000 円

　チケットの販売、問い合わせは、同館（☎

72・5168）まで。

柳川ふれあいコンサート

クラシックギターと
アイリッシュハープの調べ

「赤い鳥」創刊 100 周年
　児童文芸誌「赤い鳥」100周年を記
念し、図書館では、コーナーを設けて
関係作家や赤い鳥を展示しています。

ヤング川柳大会作品募集

▪対象　市内の小中学生や高校生
▪応募期間　8月 25 日（土）～ 9
月 15日（土）

あめんぼ読書感想画・読書推
進ポップ募集
▪対象　読書感想画は市内小学生、
推進ポップは市内中学生

▪応募期間　いずれも9月 4日（火）
～ 10月 2日（火）
※詳細は図書館本館まで

●第 179 回健康・文化ウォーキング「ゆった
り文学史跡めぐりコース」＝ 26 日（日）、9:15
～、市役所柳川庁舎前集合、高校生以上参加費
200 円【問】まちづくりネットワーク柳川の金
子さん（☎ 090・3600・0354）

●第 20 回有明海花火フェスタ＝ 26 日（日）、
15:00 開場、（打ち上
げは 19:30 ～）、延期
の場合は9月2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・
4711・1241）

▪近隣イベント
●大川市　▷第 12 回大川市民夏まつり＝ 4 日
（土）、17:00 ～ 21:00、国際医療福祉大学グラ
ウンド（大川市榎津）▷第 63 回大川花火大会
＝ 11 日（土・祝）、20:00 ～ 21:00、筑後川
総合運動公園（大川市大字大野島）
●筑後市　▷久富観音堂盆綱曳

ひ

き＝ 14 日（火）、
10:00 ～ 11:00、久富観音堂（筑後市大字久富）
●みやま市　▷第 9 回おもちゃ花火フェスタ＝
25 日（土）、16:00 ～、まいピア高田北側駐車
場（みやま市高田町濃施）

　「まほろばやまと」トレーニングルーム

　大和総合保健福祉セン
ター「まほろばやまと」
にトレーニングルームを
開設しています。健康増
進や体力維持のためにご
利用ください。

▪利用時間　午前10時～
午後 9時

▪利用料
市内の 65 歳以上 2 時間無料（ただし、1 日 1 回）
中学生と高校生 1 時間＝ 50 円、2 時間＝ 100 円
上記以外 1 時間＝ 100 円、2 時間＝ 200 円

暑い夏は温泉でさっぱりしてみませんか

　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、冷え性、疲労回復、
健康増進に効果があるといわ
れています。

　ちょっと夏バテ気味かなと感じたら、柳川温泉「南
風」でゆっくり休養しませんか。

自分のペースで健康づくり

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。

壇遼さん（左）と児島祐子さん


