
■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）
■ 11 月の休館日　4、10、17 日（月）
と 23 〜 25 日

持っていますか

「図書館利用カード」

　初心者でも簡単
にできるかすりと
型染小物、つるし
飾りの作り方を掲
載。使い込むほど
に愛しさが増す藍
染木綿や仕立て直
して楽しむ創作リ

フォーム服などを紹介し、古布に興
味がある人にお薦めの 1冊です。

みんなをビックリさせる！

かんたん手品がいっぱい！
カルチャーランド 著（メイツ出版）

ねこの学校 1
　キム・ジンギョン 著（岩崎書店） 新着図書

ご案内
世界ウルルン滞在記 永久保存版

「世界ウルルン滞在記」制作スタッフ 編（ポプラ社）

藍と縮緬の手仕事と暮らし
学習研究社

＜一般＞ウィキペディア革命(ピエール・ア
スリーヌ）／わしズムvol.27（2008夏）（小
林よしのり）／「女帝」誕生の謎（関裕二）／
官製ワーキングプアを生んだ公共サービス

「改革」（城塚健之）／間違いだらけのエコ生
活（武田邦彦）／ふたり旅（津村節子）
＜児童＞崖の上のポニョ／ムーミンのともだ
ち（トーベ・ヤンソン）／どんどこどん（和
歌山静子）／ラブの贈りもの（登坂恵里香）

気持ちが伝わる！意見が通る！

アサーティブ仕事術
畔柳 修 著（PHP 研究所）

　約 13 年間に、延
べ 688 人が 104 の
国と地域を訪れまし
た。その中で起きた
事件、スタッフの裏
話、人気俳優などが
語る心に残るウルル
ン体験…貴重な写真

と共に笑顔と涙が詰まったウルルン
の集大成です。

　「アサーティブ」と
は、自分の要求や意
見を誠実、率直に表
現して、相手に嫌な
思いをさせずに言い
たいことを伝えるコ
ミュニケーション方
法。ビジネス現場を

中心に頼む、断る、ほめるなどを上
手に伝えるコツを学べる本です。

　10 円玉やハンカ
チなど身近な道具で
できる手品を紹介。
今すぐできる簡単な
ものから上級編まで
を写真やイラストで
分かりやすく解説し
ています。手品をマ

スターしてみんなをびっくりさせて
みては？

　韓国に住む小学
3 年生のミンジュ
ンの家からねこの
ボトルが去ったあ
る日、ボトルから
手紙が届きました。
手紙には「ねこの
学校」に入学して

授業を受けていると…。フランスの
児童文学賞受賞作です。

■ 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）

■  11 月の休館日　月曜日（三橋図書
館は火曜日）と 27 日。3 日は三橋
図書館、水の郷分室のみ開館、4 日
は本館のみ開館。

ピアノと楽しい歌と
アンサンブルの発表会
▪日時　2日（日）、午後０時 30分
～（入場無料）
（問）高崎さん（☎ 73・7434）

柳川市民吹奏楽団
オータムコンサート

▪日時　9日（日）、午後 2時～（入
場無料）
（問）同楽団（與田さん☎ 090・
7580・9205）

柳川市史歴史講座
映像でたどる柳川
『大柳河』をよむ

　戦前に製作された「大柳河紹介映
画」を上映し、柳川市史編さん委員
の三池賢一さんと市史編さん係の江
島香さんがその内容や背景を解説し
ます。
▪日時　15日（土）、午後 1時 30
分～（入場無料）
（問）市生涯学習課市史編さん係（☎
72・1275）
※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。

11
月
の
水
の
郷
シ
ネ
マ
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　1943 年、太平洋戦争が激化す
る中、六大学野球が廃止に。選手
たちには、出陣の時が迫っていた。
二度と帰れないかもしれない若者
たちに生きた証を残してやりたい
と開催された最後の早慶戦。今も
語り継がれる伝説のゲーム。
▪日時　8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

11 月  の主な催し

　読書の
秋 で す。
図書館を
利用しま
せんか？
図書館か
ら本を借りて持ち出すには、「図書
館利用カード」が必要です。
◆カードを作るには？
　運転免許証か学生証、保険証、年
金手帳などをお持ちください。本館
以外の分館や分室でも交付します。

◆カードを失くしたらすぐに連絡を
　カードを失くしたときは、すぐに
電話などで図書館に連絡してくださ
い。もし、失くしたカードを他人に
使われ、本などが返却されない場合
は、弁償してもらうことがあります。
カードの再発行には 100 円が必要
です。
◆ 5 年以上使わないと失効します
　カードは、5年以上利用しないと
失効します。失効した場合は、再登
録が必要です（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～

　1 階売店「はーとふる」がオー
プンしました。飲み物やお菓子、
弁当はもちろん、地元農産物の販
売も行っています。この時期はダ
イコン、エダマメ、カボチャ、ナ
ス、サトイモ、サツマイモなどが
並びます。また、紫芋を使ったコ
ラーゲン入りのまんじゅうもお薦
め。他にも味噌やジャム、佃煮な
どの加工品や環境にやさしい石け
ん、手作り小物など豊富な品揃え
です。試食もできますので、一度
のぞいてみてはいかがですか？

1階売店

「はーとふる」がオープン

　木琴の一種、マリンバの音色を楽
しみませんか？　3人の奏者による
トリオスタイルの演奏会です。
● 日 時・ 場 所　11 月 7 日（金）、
午後 6時 30分～、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
グタイムメドレーなど

マリンバの夕べ

　郷土が生んだ大作曲家、古賀政
男。その半生を「丘を越えて」「東
京ラプソディ」「誰が故郷を想わざ
る」などの古賀メロディにのせてつ
づります。
　古賀メロディギターアンサンブ

ルと合唱団「うぶすな」、大牟田音
協合唱団が特別出演します。
●日時　① 11 月 15 日（土）、午
後4時 30分～②11月 16日（日）、
午前 11時～③同日、午後 3時～（開
場は 30分前）
●場所　水の郷ホール
● 料 金　 一般＝ 1000 円（当日
1200円）、中学生以下＝500円、親
子ペア（中学生以下の子ども対象）
＝1200円
●託児　有料で予約が必要です。

柳川市民劇団「くもで座」錦秋公演

ギターをとりて つま弾けば
ー古賀政男物語ー

■ 11 月の無料映画会
（本館 2 階 AV ホール）

■  名画劇場　22日（土）、午前 10
時 30分～「いま、会いにゆき
ます」（118分）

● 子ども映画　同日、午後 3時
～「忍者ハットリくん＋パー
マン」（80分）

  視聴覚  室

特別休館日のお知らせ
　機械の保守点検やセンター内外
の大掃除のため、11月 23日（日）
～ 25 日（火）まで休館します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。


