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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

12 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 

12 月の休館日
水の郷　　　 　　 月曜日（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（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
「富士ファミリー 2017」（87 分）、
午前 11 時～

子ども映画
「ぴったんこ！ ねこざかな 1」（33
分）、午後 3 時～

　幅広い層から支持され
Y
ユ ー チ ュ ー バ ―

ouTuber としても活躍する
東大のクイズ王が監修。いろ
んな雑学やついつい人に話し
たくなることなど、さまざま
なジャンルの問題を収録。子
どもから大人までたくさん
の人が楽しめる 1 冊です。

日本の世界遺産
オールガイド

カルチャーランド 著
（メイツ出版）

クイズノック 著
（主婦の友社）

君は東大生に勝てるか！？
無敵の東大脳クイズ

さとうくんと
すずきくん

エヌケイ 作
（文芸社）

オススメの新刊 Recommended New Books

　日本には、屋久島や原爆
ドーム、厳島神社など、21
か所の世界遺産があります

（平成 29 年現在）。この本
では、その全ての世界遺産
を掲載。写真や図などを用
いて、分かりやすく解説し
ています。

12 月 8 日（土）/ 本館の無料映画

※  24 日（月・振替休日）は
雲龍・蒲池・昭代・両開
が休館

※  25 日（火）は本館・三橋・
水の郷分室が休館

※  27 日（木）は資料整理の
ため全館休館

※ 年 末 年 始 の 12 月 28 日
（金）～ 1 月 4 日（金）は
全館休館

　ある日の授業で、自分た
ちの名字が日本に多いこと
を知った、さとうくんとす
ずきくん。どちらが多いか
で言い合いになり、たくさ
んの佐藤さんや鈴木さんを
巻き込む展開に。しまいに
は宇宙人まで現れて…

●人権を考えるつどい＝ 9日（日）、13:00 ～、
水の郷ホール、北朝鮮で 24 年間の拉致生活を
体験した蓮池薫さんが「夢と絆～拉致が奪い去っ
たもの～」と題して講演、入場無料
●第 183 回柳川健康・文化ウオーキング「長
谷健が育った宮永コース」＝ 23日（日・祝）、9:15
～、からたち文人の足湯前（かんぽの宿柳川の
東側）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（土）、上田代～
八龍神社（八女市黒木町田代）▷クリスマスオル
レ＝ 22日（土）、九州オルレ八女コース
●筑後市　▷竈

か ま ど

門神社きせる祭り＝ 13日（木）、
11:00～ 14:00、竈門神社（筑後市大字溝口）
●みやま市　▷クリスマスオルレ＝ 22日（土）、
10:00～、九州オルレみやま・清水山コース（み
やま市瀬高町）

　柳川温泉「南風」＆イベント

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。

第26回ふくおか県民文化祭2018
南筑後ブロック芸能フェスティバル

　柳川市やみやま

市で芸能活動を

行っている文化団

体が集まり、日ご

ろの練習の成果を

披露します。市内

からは、謡曲や吟

詠、日本舞踊、大正琴・文化筝などに 20 団

体が出演します。

●日時　12 月 9日（日）、午前 10 時～（開

場は 1時間前）
●会場　まいピア高田（みやま市高田町濃施）

●入場料　無料

　問い合わせは、同施設（☎ 22・5595）まで。

日本舞踊　「こどもの踊り」

本館「冬のおはなし会」
▪日時　12 月 1 日（土）、午後 2時
30分～

▪会場　本館 2階 AVホール
▪対象　小学生以下の子ども、無料

2018 あめんぼ読書クイズ
高得点者の発表
　10 月 27 日から 11 月 11 日まで
行った、あめんぼ読書クイズ高得点
者上位 20 人を本館児童コーナー入
口の柱に掲示します。

▪日時　12月 22日（土）、正午～
▪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（金）から 1月 4日（金）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（水）、3日（木）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）。

温泉に親しんでみませんか

　水の郷エントランスホールイベント

　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。

柳川文化協会カラオケ「春風」発表会

　水の郷ホールイベント

▪日時　12月 2日（日）、午前 9時 30分～
▪料金　無料
　問い合わせは、石橋さん（☎ 73・4418）まで。

ヴォーカルアンサンブルC
サ ン ク

INQ演奏会
▪日時　12月 23日（日）、午後 1時～
▪料金　無料
　問い合わせは、水の郷（☎ 75・6200）まで。


