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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

1 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 

1 月の休館日
水の郷　　　 　　 月曜日。14 日（月・祝）は開館し、15 日（火）

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。14 日（月・

祝）は開館し、15 日（火）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
「ジャックとジル」（91 分）、午前
11 時～

子ども映画
「トムとジェリー 花火はすごい
ぞ」（49 分）、午後 3 時～

オススメの新刊 Recommended New Books

1 月 12 日（土）/ 本館の無料映画

※  14 日（月・祝）は雲龍・
蒲池・昭代・両開が休館

※  15 日（火）、31 日（木）
は全館休館

※ 年 末 年 始 の 12 月 27 日
（木）～ 1 月 4 日（金）は
全館休館

●ドリーム・カム・ツリー 2018＝ 1月 12日
（土）まで、18:00 ～ 23:00 イルミネーション
点灯、西鉄柳川駅
●日吉神社のおたふく＝ 4月 3日（水）まで、
日吉神社
●市消防出初式＝ 13 日（日）、9:00 ～、市民
三橋グラウンド
●市成人式＝ 13日（日）、14:00 ～、市民会館
●市駅伝競走大会＝27日（日）、8:30～、日本モー
ターボート競走会ボートレーサー養成所
●第 184 回柳川健康・文化ウオーキング「初
詣めぐりコース」＝ 27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
●八女市　▷新春の呈

て い ち ゃ

茶＝ 1 日（火・祝）～ 3
日（木）、茶の文化館（八女市星野村）
●筑後市　▷熊野神社「鬼の修

し ゅ じ ょ う え

正会」＝5日（土）、
16:00 ～ 22:30、同神社（筑後市大字熊野）
●みやま市　▷幸

こうわかまい

若舞＝ 20 日（日）、11:30 ～、
大江天満神社（みやま市瀬高町大江）

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。

　市民会館自主事業
「想い出がいっぱいコンサート」

　昭和の名曲「想い出がいっぱい」を世に

送り出した元H2Oの「なかざわけんじさん」
を迎え、あの頃を懐かしむコンサートを特別

価格にて実施。特別ゲストに久留米市出身の

シンガーソングライター野田かつひこさんが

登場します。2020 年の市民会館閉館に伴う

謝恩事業の第 1弾。

●日時・会場　2月 3日（日）、午後 2時～（開

場は 30分前）、市民会館第 1会議室
●入場料　2000 円（当日は 500円増し）。

※�前売券は市民会館またはイープラス公式サ
イトで販売中。なお、満席（120人）の場合、
当日券は販売しません。
　問い合わせは、市民会館（☎ 72・5168）へ。

三橋図書館
「冬の読書チャレンジ」
　土日、祝日に三橋図書館で本を 5
冊以上借りたらスタンプを押します。
スタンプは 1日に 1個。3個ためる
ごとにプレゼントがあります。3回
までチャレンジできます。

▪期間　1月 12 日（土）～ 2月 24
日（日）

▪対象　小学 6年生までの児童

本館
大人のおはなし会「初春初笑い」
▪日時　1月 24 日（木）、午前 11
時～

▪会場　本館1階くつろぎコーナー
▪内容　読書ボランティア「柳川ネッ
トワーク」による、落語絵本『はつ
てんじん』のおはなし会他。入場無
料

　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）
の午前 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）。

柳川市民劇団「くもで座」団員募集
▪対象　小学生から 70歳くらいまで（市外の人も可。
18歳未満の人は保護者の同意書が必要）

▪会費　▷高校生以下＝月2000円▷一般＝月3000円
▪稽古日・会場　毎週金曜日、午後 6時 30 分～（2
時間程度）、水の郷

　市民劇団

  水の郷ホールイベント

ウイング古賀 ダンスパーティー
▪日時　1月 13日（日）、午後 1時 30分～
▪参加費　1000 円（観覧は無料）
　問い合わせは、古賀さん（☎ 090・6774・7617）まで。

元 H2O のなかざわけんじさん
（左）と野田かつひこさん（上）

　柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊　「新春を舞う」
▪日時　1月 20日（日）、午後 1時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

　30 人 31 脚の大会に出場
することになった栗山小 6
年 1 組。足の遅い生徒や学
級委員、大会後に引っ越し
をする生徒。それぞれの思
いを胸に一緒に前を向き優
勝を目指す物語です。

30 歳で星座が変わる！

アラサ―星占い
Love Me Do 著 

　　（学研プラス）

　年をとり食べ物や飲み物
が飲み込みづらくなった人
には嚥下（えんか）食がお
すすめ。病院の栄養士が考
えた冷凍保存できる簡単で
おいしい嚥下食のレシピを
紹介しています。

　いとうみく 作  イシヤマアズサ 絵
　　　　　　　　　　 （アリス館）

ぼくらの一歩
30 人 31 脚

冷凍保存で
かんたん嚥下食

あかいわチームクッキング 著 
　　（ライフサイエンス出版）

　「30 歳で生まれもった星
座が変わる」と考える著者。
幸せだったり辛かったり、
何かと忙しいアラサ―世代。
星を味方につけて幸運を呼
び込むためのアラサ―から
の星占いです。

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」


