
■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）
■ 2 月の休館日　月曜日

　北京五輪では、こ
の 4年間順風満帆で
はなかった選手たち
の喜ぶ顔が見たく、
何としても目標を達
成させてあげたかっ
た…　選手たちとの
出会い、アテネ、北

京への道のりをつづり、北島康介の
強さの秘密を名コーチが明かします。

サッサとモタのはじめまして
ひがし あきこ 著（偕成社）

てぶくろがいっぱい
フローレンス・スロボドキン 作（偕成社） 新着図書

ご案内
東京タワーが見た日本 1958-2008

堺屋 太一 編（日本経済新聞出版社）

努力は決して裏切らない
 平井 伯昌 著（日本文芸社）

＜一般＞50 歳からちょっと心を休ませる本
( 加藤締三）／食品偽装（新井ゆたか）／
2009 年日本はこうなる（東洋経済新報）／
九州少年（甲斐よしひろ）／偉人が愛した
スイーツ（吉田菊次郎）／ 29 歳（山崎ナ
オコーラ）／旅する力（沢木耕太郎）
＜児童＞名探偵コナン推理ファイル江戸の謎

（青山剛昌）／飛ぶしくみ大研究（秋本俊
二）／あらしのよるのばんごはん（長崎夏海）

リヤカーマン 歩いて世界4万キロ冒険記
永瀬 忠志 著（学習研究社）

　東京タワーが完
成して 50 年。 東
京タワーから見た
東京、日本、日本
人の 50年にどんな
変化があったのか。
写真や資料、作家

たちの物語、各地から寄せられた「思
い出」で振り返ります。東京生まれ
でなくても懐かしくなる一冊です。

　リヤカーに 35日
分の食料と 60 リ
ットルの水を積み、
世界中の砂漠やジ
ャングルを歩く。
その距離 4万キロ。
なぜ歩くのか、い
つこの砂漠を抜け

出せるのか。おじさんの冒険をつづ
った感動のノンフィクション。

　うさぎのサッサ
くんが、もぐらの
モタくんの隣りに
引っ越してきまし
た。サッサくんは
いつもさっさと、
モタくんはちょっ
ともたもたしてい

ます。そんな二人はお互い仲良くな
りたいと思って…。

　なかよしふたご
のドニーがてぶく
ろをなくしまし
た。みんなが次々
と届けてくれてい
っぱいになってし
まいます。そこで
ネッドはいいこと

を思いつきます。とてもあたたかい
ユーモアあふれるおはなし。

■ 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）

■  2 月の休館日　月曜日（三橋図書
館は火曜日）、26 日から全館休館、
11日は両開、昭代、蒲池分館が休館。

　高杉晋作が「奇兵隊」を結成し、
幕府軍を打ち破る劇の公演。
▪日時　11日（水・祝）、①午後 1
時 30分～②午後 6時 30分～の 2
回（開場は 30分前）
▪ 料 金　 一般 2500 円、中高生
1000円、小学生500円（当日は、小
学生は300円、その他は500円増し）
（問）同公演実行委員会（鬼池さん
☎ 090・2866・9050）

九条の会・柳川
発足 4周年の集い

　「9.11 を体験した記者が語る世
界、日本、憲法」をテーマに講演。
▪日時　21 日（土）、午後 1時 30
分～（開場は 30分前）
▪料金　大人 500円、高校生 200
円、中学生以下無料
（問）九条の会・柳川（坂本さん☎
74・1440）

※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。

2月の水の郷シネマ
まぼろしの邪馬台国
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　盲目の郷土史家、宮﨑康平と和
子夫婦。目の見えない康平の代わ
りに和子が魏志倭人伝や日本書紀
などを読んで聞かせ、実際の場所
に行って確かめていく。その先に、
康平が見つけたものは…。
出演＝吉永小百合、竹中直人ほか
▪ 日 時　14 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

2 月  の主な催し

　皆さんが楽
しく図書館を
利用するため、
マナーを守り
ましょう。

☞返却日を守りましょう。返すの
が遅れると本などを借りることが
できなくなります。
☞ DVD や CDなどの AV 資料は
直接返却カウンターへ。返却ポス
トでは割れることがあります。
☞図書館の本や雑誌はみんなのも
のです。大切に扱いましょう。
☞館内で、携帯電話の通話や飲食
はご遠慮ください。
☞館内で、大声をあげて騒いだり、
走ったりするのは止めましょう。
☞自転車や自動車は決まった場所
に駐車を。鍵を忘れずに。
☞予約した本などの準備ができた
と連絡があったら、利用者カード
を持って、1週間以内に図書館へ。

　資料の特別整理期間は年に 1度。
図書館の本やAV資料などすべての
資料を確認し整理します。なお、3
月 9日は月曜で通常休館であるた
め、三橋図書館のみ開館します。

2月 26日～3月８日
資料整理のため全館休館

　いつもの生活と
は違う外国をのぞ
いてきた、2人を
ゲストに迎え、体
験談を聞きます。
　江崎智子さん

（六合）は、1991 年青年海外協力
隊に参加し、バングラデシュでミシ
ン指導を行いました。現在はその経
験を生かし、日本語教室のスタッフ
を務めています。
　もう 1人は、2007 年世界青年の
船で、カナダやトンガ王国など 14
か国の人と一緒に 43日間、太平洋
の国々を訪ねた田中幸憲さん（栄）
です。元地方紙の記者で、現在、塾
の講師をしながら、外国人は日本語
で、日本人は英語で話す「ハートフ
ルスピーチコンテスト」の司会を務
めるなどしています。
　ボランティアナイトカフェは、お
茶を飲みながら、意見交換をします。

ゲストと楽しいひとときを

ボランティア ナイトカフェ

■ 2 月の無料映画会
（本館 2 階 AV ホール）

■  名画劇場　21日（土）、午前 10
時 30分～「遠くの空に消えた」
（144分）

● 子ども映画　同日、午後 3時
～「ミッキーマウス・クラブ
ハウス、びっくりおとぎばな
し」（72分）

  視聴覚  室

ボランティアセンター
に登録しませんか

　現在、ボランティアセンターに
登録しているのは 26団体。ボラ
ンティアをしたいけれどどうして
いいかわからない人と、もっと多
くの人でボランティアをしたい団
体を取り持ちます。登録料は無料
です。あなたも登録しませんか？
　詳しくは、水の郷内のボランテ
ィアセンターまで。

給食番長がやってくる
　豪快な絵とリズ
ミカルな方言で大
人気の博多弁バイリ
ンガル絵本「給食番
長」。その絵本の作
家、よしながこうたくさんを迎え、
「給食番長がやってくる」と題し、
あめんぼ講演会を開催します。
▪日時　2月8日（日）、午後3時～
4時30分（入場無料、定員 100人）
▪会場　本館2階ＡＶホール

みんなの図書館です

マナーを守りましょう
ボランティアに興味がある人もそう
でない人も、ちょっとのぞいてみま
せんか？
▪日時　2月27日（金）、午後7時～
8時30分
▪場所　ゆうゆうプラザ
▪参加料　無料
　詳しくは、水の郷内のボランティ
アセンターまで。

子育ちによりそって

劇団はぐるま座
動けば雷電の如く

　すこやかルームのマシンで健康
になりましょう。今回は「ウオー
キングマシン」を紹介します。
　ウオーキングは、脂肪を燃焼さ
せ、心肺機能が向上し、下半身の
強化につながります。
　運動をしたくても「朝は時間が
なく、夜に外を歩くのは…」とい
う人も多いはず。でも室内なら安
心。使い方は指導員が教えてくれ
るので大丈夫です。汗をかいた後、
水の郷温泉「南風」で汗を流すと、
入場料も安くなりお得です。

すこやかルームのマシン紹介 2

心肺力向上のウオーキングマシン

▪日時　11日（水・祝）、1部「不
登校に関する講演」＝午後 1時 30
分～、2部「子ども中心の教育の
実践シンポジウム」＝午後 3時～
▪料金　1000円（定員 100人）
（問）登校拒否に学ぶ「パレットの
会」（市野さん☎ 72・3728）


