
●第10代横綱雲龍顕彰記念第31 回少年相撲大
会＝3日（土・祝）、8:30～、雲龍の郷相撲ドーム
●第 29 回市幼年消防大会＝ 9日（金）、10:00
～、市民体育館
●秋の柳川ひまわり園＝ 10日（土）～ 12月 2
日（日）の土日祝日、切花販売やじゃがいもの
収穫体験、柳川ひまわり園（橋本町）
●第 13 回市子ども会スポーツ大会（ドッジボー
ル）＝ 11日（日）、8:30 ～、市民体育館
●第 182 回柳川健康・文化ウオーキング「宗茂
公夫人を偲び紅葉を楽しむコース」＝25日（日）、
9:15 ～、市役所前集合、高校生以上 200円【問】
金子さん（☎ 090・3600・0354）
▪近隣イベント
●大川市　▷ C

ク ラ フ ト マ ン ズ

RAFTMAN'S D
デ イ

AY ＝ 2 日（金）
～ 4日（日）、10:00 ～、大川産業会館他（大
川市大字酒見）
●大木町　▷道の駅おおき秋の実り感謝祭＝ 3
日（土）、10:00～ 16:00、道の駅おおき（大木
町大字横溝）
●筑後市　▷第 8 回まかない飯グランプリ＝
18 日（日）、9:30 ～ 17:00、筑後広域公園（筑
後市大字津島）
●みやま市　▷第 8 回まるごとみやま秋穫祭＝
24日（土）、25日（日）、9:30～ 16:00、みや
ま市役所駐車場周辺（みやま市瀬高町小川）
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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

11 月の休館日　月曜日（三
橋図書館は火曜日）
※  3 日（土・祝）、23 日（金・

祝）は蒲池、昭代、両開
分館が休館

※  29 日（木）は資料整理の
ため全館休館

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 

11 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、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
「ミス・ペレグリンと奇妙なこど
もたち」（126 分）、午前 11 時～

子ども映画
「キャスパー・ゆかいなおばけのお
ともだち！」（50 分）、午後 3 時～

　「トマトなんか、だいっき
らい！ ぜったいにたべない
から」そんな女の子が、トマ
トと一緒にお部屋で過ごすこ
とになっちゃった…。イタリ
アのママが描く、ユニーク
でおしゃれなトマトの絵本。

認知症の親の介護に困
らない「家族信託」の本

杉谷範子 著 
　　（大和出版）

　偏差値35からはい上がっ
た東大生が「最強の効率を
生み出す習慣」を初公開。
著者はいかにして「大逆転」
を果たしたのか。試行錯誤
の末に編み出された「奇跡
のメソッド」を紹介。

エリーザ・マッツォーリ 文  クリス
ティーナ・ペティ 絵（きじとら出版）

おやすみなさい
トマトちゃん東大式習慣

西岡壱誠 著 
　　（扶桑社）

11 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　認知症になると財産が凍
結されることを知っていま
すか。「預金が下ろせない」

「実家が売れない」「親の介
護に親の財産が使えない」
を避けるための賢い財産防
衛術を分かりやすく解説。

11 月 10 日（土）/ 本館の無料映画

あめんぼおとなの朗読会
▪日時・会場　11月1日（木）、午前10
時30分～、本館1階くつろぎコーナー

▪内容　白秋の詩歌をうたう朱
ざんぼあ

欒の
会による「赤い鳥」朗読コンサート、
入場無料

両開 DE ポイント
　両開分館で貸し出しや返却をした
人に 1ポイント。10 ポイントため
るごとにプレゼントがあります。

▪期間　11 月 1 日（木）～来年 2
月 27日（水）

両開ファミリー映画会
▪日時　11 月 17 日（土）、午後 2時
～（開場は 30分前）

▪会場　両開公民館大会議室
▪内容　映画「怪盗グルーの月泥棒」
の上映、定員 50人、入場無料

琴奨菊関応援スタンプラリー
　雲龍図書館で 2冊以上借りたらス
タンプを 1個。柳川出身の大相撲力
士、琴奨菊関が九州場所で勝ったら
1～ 2個の追加スタンプ。8個でオ
リジナルのしおり、15 個でカード
ケースをプレゼントします。

▪期間　11月1日（木）～30日（金）

　柳川温泉「南風」イベント

　水の郷ホールイベント

　市民劇団「くもで座」錦秋公演

　水の郷シネマ

▪日時　11月 3日（土・祝）、午後 2時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

▪日時　11月 11日（日）、午後 1時 30分～
▪料金　1000 円（観覧無料）

【問】ダンススポーツ蒲池の渋田さん（☎ 73・1712）

▪ 日 時　11 月 3 日
（土・祝）、午後 2 時
～（開場は 30分前）

▪入場料　一般＝500
円、中学生以下は無料
（要入場整理券）
※入場券は、水の郷事
務室や水の郷くらぶサ
ポーター店で販売

日本舞踊　「こどもの踊り」

ダンススポーツ蒲池　「ダンスパーティ」

～赤い鳥創刊 100 周年特別企画～

ようこそ「赤い鳥」の世界へ

　「北の桜守」
▪内容　戦中から戦後の
激動の時代を生き抜い
た親子の姿を描き、戦争
の悲惨さと、生きるこ
との尊さを伝える物語

▪日時　11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　前売り券、当日券ともに 1000 円

市民会館自主事業

ホールで楽しむYOGAの時
と き

間

「赤い鳥」コーナーを設置
　大正 7 年、鈴木三重吉や北原
白秋らが童話童謡雑誌「赤い鳥」
を創刊して今年で 100 年。図書
館本館では、館内 3 か所に「赤
い鳥」コーナーを設け紹介して
います。図
書館所蔵の
復刻版を手
に取ること
もできます。

■日時・会場　12 月 16 日（日）、①午後
1 時～②午後 2 時 15 分～③午後 3 時 30
分～（各 1時間程度、開場は午後 0時 30
分～）、市民会館大ホール

■内容　大ホールのステージ上で音と光に
包まれながらのヨガ体験①「森」をテーマ
に初心者のためのピラティス②「炎」をテー
マに世界一痩せる、脂肪を燃やす！ヨガス
クワット③「波」をテーマに身体の緊張を
ほぐすリラックスヨガ

■受講料　各 1000 円
■定員　各 40人（要予約）
■持参品　ヨガマット、動きやすい服装、
飲料水、タオルなど
※ �3 講座申し込んだ人には先着 10人にス
ポーツドリンクをプレゼント

　申し込み、問い合わせは、市民会館（☎
72・5168）まで。


