
■開館時間　午前 9 時〜午後 9 時（温
泉は、午前 10 時〜午後 8 時 30 分で
入場は午後 8 時まで。図書館分室は
午前 10 時〜午後 6 時。すこやかル
ームは午前 10 時〜午後 9 時）
■ 10 月の休館日　6、20、27 日の
月曜日と 14 日（火）

あめんぼコンサート

マリンバの夕べ

　あなたの平均体
温は何度ですか？　
36.5～ 37度がもっ
とも元気に働くこと
ができるらしい。体
温が 1度下がると、
免疫力が3割以上低
下すると言われてい

ます。体を温める食べ物を取り入れ
ましょう。

花
はないく

育 親子で楽しむ花アレンジメント
谷川 圭子 著（ブティック社）

お化け屋敷へようこそ
　川端 誠 著（BL 出版） 新着図書

ご案内
図解雑学　生物・化学兵器

井上 尚英 著（ナツメ社）

食べ物は色で選ぶと病気にならない
石原 結實 著（成美堂出版）

＜一般＞アジアの試練チベット解放は成る
か(櫻井よしこ）／「死体」が語る中国文化

（樋泉克夫）／薬のチェックは命のチェック
30／すてきな和紙ちぎり絵入門（渡辺風沙
絵）／お楽しみかんざし手帖（菅原すみこ）／
おなかいっぱいサラダ(コマツザキアケミ)
＜児童＞本当にこわーい都市伝説（藤田晋一）／
かんたんワクワク理科あそび（山村紳一郎）／
つるばら村の洋服屋さん（茂市久美子）

カレンダーから世界を見る
 中牧 弘允 著（白水社）

　アメリカの炭
たん そ

疽菌
テロや 1994 年の松
本サリン事件など、
いつどのような形で
生物・化学兵器が襲
いかかってくるか分
かりません。その歴
史から種類、被害な

どを、過去の戦争やテロでの使用例
を紹介しながら解説します。

　日付以外にもさま
ざまな情報が繰り込
まれているカレンダ
ー。月の満ち欠けや
星座の運行、日の吉
凶など国や時代によ
ってさまざま。目に
見えない時間の流れ

を、古今東西のカレンダーで楽しん
でみませんか？

　フラワーアレン
ジメントといえ
ば、お花屋さんで
買った花で、と思
いがち。身近な草
花や野菜などで、
ハロウィンやクリ
スマス、お正月の

アレンジが掲載されています。親子
で挑戦してみてはいかが？

　ある日、たくや、
こうへい、つよし、
しんのすけの 4 人
はお化け屋敷との
うわさがある屋敷
へ。人気のお化け
シリーズの最新刊。
毎度おなじみお化

けのメンバー三つ目の大入道たちも
登場します。

■ 開館時間　午前 10 時〜午後 6 時（金
曜日は本館、三橋、雲龍図書館とも
午後 8 時まで）

■  10 月の休館日　月曜日（三橋図書
館は火曜日）。14 日は本館のみ開
館します。

安全安心農産物生産研修会
▪日時　2日（木）、午後 1時 30分
～（入場無料）
（問）県南筑後地域農業改良普及セ
ンター（☎ 62・4191）

食と環境フェスタinやながわ
▪日時　5 日（日）、開場＝午前 9
時 30 分～、体験コーナー（要予
約）＝午前 10時～、講演「楽しく
学ぶ食育のすすめ」など＝午後 1
時～（入場無料）（問）柳川青年会
議所（☎ 73・4015）

社交ダンス発表会とダンスパーティ
▪日時　13日（月）、午後 1時 30
分～（参加料1000円、見学無料）
（問）ダンススポーツ蒲池（渋田さ
ん☎ 73・1712）

「法然と親鸞」講演会
▪日時　16日（木）、午後 2時 30
分～（入場無料）
（問）同朋大会実行委員会（塩塚さ
ん☎ 76・2153）

美里歌謡教室発表会
▪日時　19 日（日）、午前 10 時
30分～（入場無料）
(問 ) 美里会 (☎ 74・8065）

※都合により時間・内容などが変更されること
がありますので、主催者に確認してください。
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　群馬県、北関東新聞社。一瞬で
520 もの命を奪った航空機事故の
全権デスクに、組織から一線を画
した遊軍記者悠木が任命された。
混乱する現場で、浮き彫りとなる
生々しい人間関係。あの夏、命を
追った記者たちの壮絶な一週間。
▪ 日 時　11 日（土）、午前 10 時
30 分、午後 1 時 30 分、午後 4
時 30分、午後 7時 30分の 4回
▪料金　前売り800円、当日1000 円
※当日券は販売中止もあり。回数券
は6枚で5000円。1年間使えます。

  水の郷  ホール

10 月  の主な催し

　あなたの心に語りかける木琴の一
種「マリンバ」の音を感じてみませ
んか。
　「九州マリンバ合奏団 2005」は、
九州を代表するマリンバ奏者「田代
佳代子」率いる総勢 12人の本格的
マリンバアンサンブルグループ。弟
子たちが外で研さんを積んだ後九州
に戻り、創造活動を共にしようと結
成されたグループです。
　今回はその主宰の田代佳代子さん
と八谷和歌子さん、塚崎美子さんが
トリオスタイルで演奏します。
●日時　11 月 7 日（金）、午後 6
時 30分～
●場所　あめんぼセンター 2階AV
ホール
●曲目　剣の舞、おしゃべりポルカ、
プリンク・プランク・プルンク、ラ
グタイムメドレー、3台のマリンバ
のための「ディベルティメント」か
らワルツとサンバ
●入場料　無料

■おはなし会（小学生以下）
▶本館＝毎週土曜、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木曜
（3歳未満）、第 2土曜、午前 10 時
30分～▶昭代分館＝第 1、3土曜、
午前 11 時～▶両開分館＝第 2 土
曜、午後 2時 30 分～▶蒲池分館＝
第 2、4土曜、午前 11時～

　すこやかルームのマシンで健康
になりましょう。今回は「チェス
トプレス」を紹介します。
　チェストプレスは、大胸筋を効
率的に鍛えることができる基本マ
シン。軌道が安定しているので、
初心者でも正しく運動ができま
す。まずは、軽めの負荷から始め
ましょう。腕を伸ばす、引くの動
作を1セット10回を目安にトレー
ニングしましょう。月 5回の利用
で、「シェイプアップにつながった」
という人もいます。

すこやかルームのマシン紹介

初心者向けのチェストプレス

■ 10 月の無料映画会
（本館 2 階 AV ホール）

■  名画劇場　25日（土）、午前 10
時 30分～「しゃべれどもしゃ
べれども」（109分）

● 子ども映画　同日、午後 3時～
「ワンピース」（50分）

　食欲の秋、体重の増加や運動不足
が気になるアナタ。すこやかルーム
で汗を流して、心も体もリフレッ
シュしましょう。「すこやかルーム」
には、固定式自転車や、ランニング
マシンなど健康づくりや体力づくり
の機器がたくさんあります。
●初心者も安心
　初めての人には、専門知識を持っ
たインストラクターが、機器の使い
方や、簡単な体力測定で、その人に
あった運動を助言します。

●利用料金
　1時間 200円、2時間 300円
●プログラムも充実
　1日に 3回、シェイプアップ体操
や、リズム体操などがあります。シェ
イプアップ体操では、「みんなで音
楽に合わせて楽しくできるし、指導
員も親切。最近お腹が引き締まって
きました」との声も聞かれます。
▶お腹引き締め体操（15分）＝火、
日曜の午前 11時～。木、土曜の午
後 2時～。
▶リズム体操（35分）＝水、木、
土曜の午前11時～。火、金、日曜
の午後2時～。金、日曜の午後7時～。
▶シェイプアップ体操（40分）＝火、
水、木、土曜の午後 7時～。
▶腰痛・肩こり体操（15分）＝金
曜の午前11時～。水曜の午後2時～。
※火曜日が休館のときは、月曜日に
行います。動きやすい服装で室内用
運動靴を準備してください。中学生
以上が対象です。

すこやかルームで汗を流せば

心も体もリフレッシュ


