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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

3 月の休館日　月曜日（三橋
図書館は火曜日）
※  21 日（木・祝）は、蒲池・

昭代・両開・水の郷が休館。
※  2 月 28 日（ 木 ） ～ 3 月

11 日（月）は特別資料整
理休館日で全館休館。ただ
し 3 月 11 日（月）は三橋
のみ開館

※  3 月 28 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 

3 月の休館日
水の郷　　　　　 月曜日。21日（木・祝）は特別休館日　　　              
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

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
「猿の惑星・聖戦記」（139 分）、
午前 11 時～

子ども映画
「ぴったんこ！ねこざかな 2」（33
分）、午後 3 時～

　ぼくが、ひとりぼっちで
生きる 90 さいのキヨさん
と過ごした、ある夏のお話。
人と人とのつながりが生き
る力になる。そんな大切な
メッセージが込められた、
心温まる 1 冊です。

ゆびあみかんたん
レッスン

篠原くにこ 監修
（主婦の友社）

　天才ギャグマンガ家とし
て知られる赤塚不二夫。彼
が残した最後のエッセイと
彼をそばで見ていた編集者
の「証言」を収録。当時の
赤塚不二夫を赤裸々に紹介
しています。

まつつむぎ 作　園りんご 絵
（文芸社）

90さいのキヨさんこれでいいのだ…
さよならなのだ

赤塚不二夫 / 杉田淳子 著
（小学館）

3 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

3 月 16 日（土）/ 本館の無料映画

●おひな様行列＝ 3日（日）、10:15 ～正午、日
吉神社～三柱神社
●柳川きもの日和＝ 9 日（土）、10 日（日）、
10:00 ～ 15:00、市観光案内所
●柳川健康・文化ウオーキング「柳川の文化財
鑑賞とさげもんめぐり」＝ 17 日（日）、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）
●おひな様水上パレード＝ 17日（日）、11:00
～ 12:20、沖端～三柱神社
●第 5 回柳川おもてなし健康マラソン大会＝21
日（木・祝）、8:50～、有明地域観光物産公園発着
▪近隣イベント
●筑後市　▷粟島神社大祭＝ 3 日（日）、10:00
～15:00、六所宮境内粟島神社（筑後市大字羽犬塚）
●大川市　▷第 37 回古賀政男記念「大川音楽祭」
＝ 3日（日）、12:00～、大川市文化センター（大
川市酒見）
●八女市　▷春の特別公演 八女福島の燈籠人形
＝ 3 日（日）、13:30 ～、15:00 ～、八女民俗
資料館（八女市本町）
●みやま市　▷九州オルレみやま・清水山コー
スオープン 2 周年記念オルレ＝ 21日（木・祝）、
10:00～、同コース（みやま市瀬高町）

●日時　3月 24日（日）、午前 10時 30分
～、午後 2時 30分～（開場は 30分前）

●会場　水の郷ホール
●料金　▷前売り券＝ 1000 円▷当日券＝
1200 円、中学生以下はいずれも 500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）
　問い合わせは、水の郷（☎75・6200）まで。

市民劇団「くもで座」3 月公演
「柳河国盗物語 エピソードⅠ」
～蒲池一族の興亡と柳河城～

本館
第 4 回あめんぼ講習会
野菜作りのこつと裏技
▪日時　3月23日（土）、午後2時～
▪講師　農文協の佐藤圭さん

「湯を沸かすほどの熱い愛」

　第 164 回「水の郷シネマ」

▪日時・会場　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）、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）

　指先のリハビリや脳の活性
化にも効果があるといわれ、
誰でも楽しく作れるゆびあ
み。この本では、マフラー
やぬいぐるみなど初心者で
も気軽に作れるものを分か
りやすく解説しています。

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。

　水の郷イベント

第 18 回 水の郷まつり

＜関連事業＞第 7回「笑ってさくら祭り寄席」は、
3月23日（土）、午後1時30分～（開場は30分前）、
水の郷 2階和室で開催、無料

▪日時・会場　3 月 10日（日）、午前 9時～午後 4時、
水の郷 1階エントランス他
※�ブリヂストン吹奏楽団久留米OBによるブリヂスト
ン K2バンド演奏会と柳川市民吹奏楽団による特別
公演を実施。なお入場整理券は配布終了しました。

　柳川温泉「南風」イベント

水の郷文化サークル受講生による日本舞踊
▪日時　3月 10日（日）、午前 11時～
▪料金　観覧無料（ただし温泉入場料は必要）

本館
春の朗読コンサート
　白秋の詩歌をうたう朱

ざんぼあ

欒の会によ
るコンサートです。

▪日時　3 月 17 日（日）、午前 11
時 30分～

本館
あめんぼヤング SALON

「立花家の話を聞いてみよう！」
▪日時　3 月 24 日（日）、午前 11
時～

▪対象　中高生、大学生など、定員
15人、要申し込み

▪講師　柳川歴史の語り部の吉田秀
樹さん


