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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

9 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 

9 月の休館日
水の郷　　　 　　 月曜日（17 日は開館し、18 日が休館。

24 日は開館し、25 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
                 　　 トレーニングルーム　月曜日（17 日は開

館し、18 日が休館。24 日は開館し、25
日が休館）

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
「ペントハウス」（104 分）、午前
11 時～

子ども映画
「ちいさなジャンボ」（28 分）、午
後 3 時～

　高齢になると飲み込む力が
衰え、気管に食べ物などが入
る誤嚥（ごえん）が起こりや
すくなります。誤嚥により起
こる誤嚥性肺炎は日本人の死
亡原因上位の病気。本書のの
どトレで嚥下（えんか）機能
の維持・向上に努めませんか。

差がつく 70 歳からの
病気 サインと最新治療

朝日新聞出版 編
（朝日新聞出版）

浦長瀬昌宏 著
（PHP 研究所）

誤嚥性肺炎は10秒の
「のどトレ」でくいとめる

ちびちっち

ステファニー・ブレイク 著
（あすなろ書房）

9 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　団塊の世代が後期高齢者
になり、社会保障費の急増
が心配される 2025 年問題。
この本は、認知症など高齢
でなりやすい 28 の病気の
サインと最新治療を解説。
病気になる前に発症や併発
のリスクを減らしましょう。

9 月 8 日（土）/ 本館の無料映画

※  17 日（月・祝）は両開は
休館

※  18 日（火）、27 日（木）
は全館休館

※  23 日（日・祝）は両開・
昭代・蒲池は休館

※  24 日（月・振休）は昭代・
蒲池・雲龍は休館

※  25 日（火）は本館・水の
郷分室は休館

　うさぎの子シモンの家に
弟で赤ちゃんのちびちっち
がきてもう 3 日。ちびちっ
ちにパパとママを取られた
と勘違いしているシモンは
ちびちっちをよく思ってい
ません。果たして 2 人は仲
良くやっていけるかな。

あめんぼコンサート
渡辺陽子ピアノリサイタル　

▪日時　10 月 14 日 ( 日）、午後 2時開演（開場は
30分前）

▪会場　あめんぼセンター 2階 AVホール
▪料金　無料
▪内容　福岡市出身で、東京交響楽団などと共演し
た渡辺陽子さんのピアノリサイタル。モーツァルトの
幻想曲ニ短調KV.397やシューマンの色とりどりの小
品op.99よりリートやロマンス、狩の歌などを演奏

●第 180 回健康・文化ウォーキング「ご家中
をそぞろ歩くコース」＝ 23 日（日・祝）、9:15
～、からたち文人の足湯前集合、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）
●やながわ歴史文化講座「九州の大名庭園」＝
8日（土）、14:00 ～ 16:00、水の郷視聴覚室、
受講料 200円【問】市生涯学習課文化財保護係
（☎ 77・8832）
▪近隣イベント
●大木町　▷道の駅おおき夏祭り＝ 1 日（土）、
2日（日）、9:00 ～ 17:00、道の駅おおき（大
木町横溝）※ 2日は、おおき堀んぴっくを実施
●広川町　▷第 28 回広川かすり祭〜かすりの
まち HIROKAWA いろどりマルシェ〜＝ 8 日
（土）、9日（日）、9:00 ～ 17:00、広川町産業
展示会館（広川町大字日吉）
●八女市　▷第 4 回八女のまつり 光と音楽の
花火大会＝ 15 日（土）、17:00 ～（花火大会
は 20:00 ～）、八女市宮野公園（八女市宮野）
▷あかりとちゃっぽんぽん＝ 22 日（土）、23
日（日・祝）、福島地区周辺▷八女福島の燈

と う ろ う

籠
人形公演＝ 22 日（土）～ 24 日（月・振休）、
13:30 ～、各日 5回公演、福島八幡宮境内（八
女市本町）
●筑後市　▷第 49 回ちっご祭り＝ 23 日（日・
祝）、9:00 ～ 19:30、市民の森公園（筑後市大
字若菜）

　柳川温泉「南風」イベント

▪日時　9月 9日（日）、正午～

「からこま座」が贈る楽しい人形劇
　水の郷子ども劇場

　「からこま座」の楽しい人形劇です。「さるかに合戦」
と「ゆりかごのうた」の 2本立てです。

▪ 日 時　9 月 17 日（月・
祝）、①午前 11 時～②午
後 2時～（開場は 15分前）

▪会場　水の郷ホール
▪入場料　大人（中学生以
上）＝ 500 円、小人（3
歳～小学生）＝ 200円、2
歳以下は無料

　問い合わせは、水の郷
く ら ぶ 事 務 局（ ☎ 75・
6200）まで。

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。

文化サークル受講生による「日本舞踊」
▪日時　9月 19日（水）、午前 11時～
▪料金　いずれも観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

第23回 リサイクルマーケット

●日時・会場　9月 16 日（日）、午前 9時～

正午、市民体育館

●出店品目　衣類、雑貨、贈答品など

●特典　①先着 1000 人に焼き海
の り

苔をプレゼ

ント②午前 9時 30分から、し尿処理施設「筑
水園」のリサイクル肥料「育つくん」の無料
引換券を 500人に配布

　問い合わせは、市生活環境課（☎ 77・
8485）まで。

日本舞踊　「あでやかに舞う」

渡辺陽子さん


