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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

2 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  11 日（月・祝）は、雲龍

図書館、両開・昭代・蒲池
分館が休館。12 日（火）
は全館休館

※  2 月 28 日（ 木 ） ～ 3 月
10 日（日）は特別整理休
館日で全館休館

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 

2 月の休館日
水の郷　　　　　 月曜日。11 日（月・祝）は開館し、12 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。11 日（月・
　　　　　　　　 祝）は開館し、12 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

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（第 4 土曜は赤ちゃんおはな
し会）、午後 2 時 30 分～

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
「深夜食堂第三部」（94 分）、午前
11 時～

子ども映画
「ハローキティとピンキー＆リオ
のふしぎなカギのひみつ」（44
分）、午後 3 時～

　いじわるちゃんは、みん
なの困った顔を見るのが大
好き。友達にいじわるをし
ては困った顔を見て楽しん
でいます。そんな時、おば
けにスカウトされて一緒に
子どもを怖がらせることに
なったのですが…

ラク家事BOOK

タスカジ 監修
（扶桑社）

　のどを鍛えることは健康
につながり、誤嚥（ごえん）
や肺炎の予防、免疫力アッ
プなどの効果も。のどの筋
肉は鍛えることで何歳から
でも強くなれます。有名人
も指導する著名なヴォイス
トレーナーによる 1 冊です。

たんじあきこ 著
（岩崎書店）

いじわるちゃん人は「のど」から老い
る「のど」から若返る

福島英 著
（講談社）

2 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

2 月 9 日（土）/ 本館の無料映画

　図書館では、子どもに早くから本
に親しんでもらおうと、水の郷で生
後 4か月児を対象に「ブックスター
ト」を実施しています。同館は、そ
こで行う読み聞かせや、手遊びなど
のボランティアスタッフを募集しま
す。問い合わせは、図書館本館まで。

「ブックスタート」
ボランティアスタッフ募集

  柳川温泉「南風」イベント

日本舞踊「あでやかに舞う」
▪日時　2月 11日（月・祝）、午後 1時 30分～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

●「松井家・立石家のおひな様」展＝ 7日（木）
～ 4月 3日（水）、9:30 ～ 16:30、柳川古文書
館
●市ニュースポーツ大会（種目：キンボール）
＝ 10日（日）、9:00 ～、市民体育館
●第 32 回柳川消防・火の用心バレーボール大
会＝ 17日（日）、8:30 ～、市民体育館他
●第 185 回柳川健康・文化ウオーキング「柳
川城総郭周遊コース」＝ 24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）
●市大和 B&G 海洋センター少年柔道大会＝ 24
日（日）、9:00 ～、同センター体育館
▪近隣イベント
●大川市　▷風浪宮大祭＝ 9日（土）～11日（月・
祝）、風浪宮（大川市酒見）
●みやま市　▷みやま平家の里 梅まつり＝ 10
日（日）、10:00 ～ 15:30、JA みなみ筑後山川
支所前（みやま市山川町立山）
●八女市　▷雛

ひな

の里・八女ぼんぼり祭り＝ 10
日（日）～ 3月 10日（日）、八女市福島地区一
帯▷夢たちばな観梅会＝ 23 日（土）～ 3月 3
日（日）、谷川梅林（八女市立花町谷川）
●大木町　▷ JA 福岡大城農業まつり＝ 16 日
（土）、9:30 ～ 15:30、道の駅おおき（大木町
大字横溝）

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。

●日時　2月27日（水）、28日（木）、午後
1時～4時（両日ともに同内容となります）

●会場　市民会館第3会議室
●定員　各10人
●内容　折紙壽

ことぶき

会の中島寿代さんを講師に
迎え、折り紙で作る川下りどんこ舟つくり
ワークショップを実施。参加無料

●持参物　はさみ
　申し込み、問い合わせは、市民会館（☎
72・5168）まで。

　市民会館自主事業
「折り紙で作る川下りどんこ舟」

　図書館は、昨年 12 月 22 日、第
24回ヤング川柳大会の表彰式を行い
ました。小学生の部では、堤大

だいと

登さ
ん（皿垣小4年）の『びじゅつ館ぼ
くの心を動かした』が、中高生の部
では、島松悠

ゆう か

可さん（柳南中 3年）
の『お盆には必ず会えるおばあちゃ
ん』が、最優秀賞に輝きました。

　

ヤング川柳大会入賞者発表

▪期間　2月14日（木）～27日（水）
▪場所　雲龍図書館
▪内容　期間中に資料を3点以上借
りた人にしおりをプレゼント。特別
整理期間前にたくさんの資料を借り
てみませんか。1人 1日 1回、期間
中何度でも参加可

いつもよりながーく
かりられます 2019

「湯を沸かすほどの熱い愛」

　第 164 回「水の郷シネマ」

　

▪内容　余命 2か月と宣告
された母は「私には死ぬま
でにするべきことがある」
と落ち込む暇もなく実行に
移していく。想像もつかな
い驚きのラストに涙と生き
る力がほとばしる家族の愛
の物語。

▪ 日 時　3 月 9 日（土）、
①午前 10 時 30 分～②午
後 1時 30分～③午後 6時
30分～（開場はいずれも 30分前）

▪会場　水の郷ホール
▪料金　前売り券、当日券ともに 1000 円
※前売り券は、水の郷事務室や水の郷くらぶサポー
ター店で販売

　家事代行サービスのプロ
たちが掃除・洗濯・片付け
の時短＆効率化の極意を大
公開。ちょっとしたテクニッ
クで「楽に楽しく、仕上が
りきれい」。プロが実際に取
り入れている家事のコツを
多数紹介しています。

▲入賞者の皆さん。入賞作品は、作品集にして
各図書館に置いています


