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※天候等により運休する場合があります。

『小学生になったら図鑑』『全国公開天文台ガイド』 長谷川  康男／監修
ポプラ社　2018  376

図書館
スタッフが選ぶ

　全国の天文台や大型の望遠鏡がある施設
が紹介されています。
　岡山県には井原市の「井原市美星天文台」
や倉敷市の「ライフパーク倉敷科学センター
天体観測室」など、玉野市からも足を運べる
おすすめの施設が沢山あります。春休みに
足を運んでみてはいかがでしょうか。

　小学校生活の興味や疑問を６つの章に
わけ、366 項目が掲載されています。
　「ランドセルの中身」や「ともだちづきあい」
など、どの項目もわかりやすいイラスト・
写真・文章でつづられています。
　これから入学を控えている子だけでなく、
小学生たちにもおすすめの一冊です。

恒星社厚生閣編集部／編集
日本公開天文台協会 ／翻訳 

恒星社厚生閣／出版 　2018　442 ゼ
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、

　　　　　  『足学～健康寿命を延ばす
ために出来ること～』

3 月30 日（土）
場   所　 多目的室（大）
時　間   10 時～ 15 時　※14 時受付終了

／出版　2018　442 ゼ

図書館だより図書館だより
開館時間　
朝９：００～夜９：００
玉野市立図書館
0863-31-3712　

2

3月6日
（第１水曜）

3月13日
（第２水曜）

3月15日
（第３金曜）

玉野市立図書館・中央公民館

玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

※再生紙を使用しています。

場   所　 たまののミュージアム
時　間   9 時～ 21 時
入場料   無料

展示中～ 4月7日（日）まで

正子公也展（後期）～常山の鶴姫と戦国名将たち～
『Princess TSURU & SAMURAI HEROES』

※画/正子公也©Kimiya Masago

　玉野市の常山に儚く散った悲運の姫武将・鶴姫に加え、織田信長や伊
達政宗、真田幸村や上杉謙信など、一度は聞いたことがある戦国名将が
大集結！ 荒 し々く迫力のあるものから、美しく繊細なものまで様々な表情を
見事に表現しています。 
　また、イラストだけでなく、正子公也
氏が作成したこだわりのキャプションで
戦国武将のことをより詳しく知ることが
できます。

※展示期間は変更する
場合があります。

＊正子公也トークショー＆サイン会 開催！＊
4月 6日 ( 土 )14 時半～ 16 時　※14時開場
参加された方に無料でサイン用カードをプレゼント！
場所／多目的室（大）　定員／ 100 名（先着順）

　普通の映画に字幕や音声ガイドをつけることで聴覚や
視覚が不自由な方だけでなく、広く一般の方にも楽しん
でいただける映画です。
どなたでもお気軽にご参加ください。

4月3日
（第１水曜）

4月10日
（第２水曜）

4月19日
（第３金曜）
※東紅陽台は
1丁目

※３月12 日～15 日
　…特別館内整理期間

（※日時は変更する場合があります）

バリアフリー映画上映会

場   所　 多目的室（大）
時　間   13 時開場 13 時半開演
定   員 　100 名（先着順・予約不要） 
入場料   無料

『博士の愛した数式』
3 月17 日（日）

上映時間／字幕・音声
ガイド付き117 分

≪上映タイトル≫

場   所　 多目的室（大）
時　間  13 時半～ ※13 時開場
定   員 　100 名（先着順・要申込み） 
入場料   無料
講　師    アサヒシューズ株式会社
　 　　  商品開発部 部長  塚本裕二 氏 ほか
申込み    総合カウンター、またはお電話にてお申込み
　　　　 ください。※締切：3月17日（日）

3 月19 日（火）

靴から考える、足の健康セミナーです。
お気軽にご参加ください。

3月9日（土）10時半～11時
テーマ：花がさいたよ
内　容：読み聞かせ、紙芝居 ほか
出　演：絵本だいすきたまの

3月23日（土）10時半～11時15分
テーマ：新しい生活をはじめよう
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：絵本だいすきたまの

3月2日（土）10時半～11時
内　容：英語の絵本の読み聞かせ ほか
対　象：幼児以上
出　演：リードアラウドたまの

…休館日開館カレンダー

　2018 年度に実施した主な事業の説明や、利用者の
方々による意見交換や提案などを館長含め館内スタッ
フがお聞きします。皆様のご参加をお待ちしています。

●特別館内整理期間のお知らせ●
　3月12 日（火）から3月15 日（金）まで、特別館内整理期間のため休館いたします。
返却につきましては図書館のブックポストをご利用ください。
　DVDや紙芝居・大型絵本や他の図書館の本の返却は、開館中にカウンター
までお返しください。 ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　※めばる号・市民センター図書室は通常通り開館予定です。

野菜作りのコツを学びました！野菜作りのコツを学びました！
　一般財団法人 農山漁村文化協会（農分協）の長谷川氏をお招きし、特別講座『野菜作りの
コツと裏ワザ教えます！』を開催しました。大変好評で、定員を大幅に超える講座とな
りました。４月７日に第２弾を予定しております。是非お越しください。

2 月16 日（土）多目的室（大）

※前回の様子

『おもちゃの病院』

壊れたおもちゃをその場で修理し
てもらえます。
※壊れたおもちゃと部品、説明書、
　新しい電池をご持参ください。
※コンピューターゲーム機は取
　り扱えません。　原則無料

3 月30 日（土）

場   所　 第１・２研修室
時　間   13 時 30 分～ 15 時 30 分

『利用者と館長
  との懇談会』

出演／ 寺尾聰、深津絵里、 齋藤隆成　ほか



ポーセラーツの様子

フラワーアレンジメントの様子

前回の様子

※写真はイメージです

※図書館・中央公民館は、指定管理者(株)図書館流通センターが運営しています。

開館時間　
朝９：００～夜９：００
玉野市立中央公民館
0863-31-3711　
玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

※再生紙を使用しています。
（文化センター）

受付期間：3月1日（金）～ 3月10日（日）　
　　　　　9時～ 21 時　

＊平成 31 年度　中央公民館 定期講座生を募集します＊

　現在 19講座！  返信用はがき一枚をお持ちのうえ、申し込み用紙に
ご記入していただき中央公民館に直接お申し込みください。詳しくは
２月中旬から配布している中央公民館定期講座ガイドをご覧ください。
（玉野市の各市民センター・公民館でも配布中）
　また、質問などありましたら、お気軽にスタッフにお尋ねください。

●墨彩画
●俳句
●絵画教室
●書道（かな・実用）
●中高年から始める
　らくらくピアノ
●ポーセラーツ教室

※講座名は変更する場合があります。募集講座一覧

平成 30年度
中央公民館グループ・サークル絵画作品展

場所 :ギャラリー

※初日は 12 時から
　最終日は16 時まで

●オカリーナ入門
●リラックス・ヨガ
●ハッピーヨガライフ
●美文字定期講座
●陶芸教室
●歌えば楽し！いき　
　いき童謡・唱歌

●英会話（入門／初級／中級）
●初めてのパン・お菓子
●フラワーアレンジメント
　教室
●ステンドグラス教室
●遊んで学ぼう理科実験教室

≪イベントのご案内≫

3 月5日（火）～
　  10 日（日）
9時～17時

3月31 日（日）
10時半～ 11時
場所：実習室
講師：須藤茂幸 氏
料金：1,700 円（材料費含む）
対象：中学生以上　　定員：10 名（先着順）

場所：実習室
講師：須藤茂幸 氏
料金：1,700 円（材料費含む）
対象：中学生以上　　定員：10 名（先着順）
申込締切：3月 17 日（日）まで
申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、料金と一緒に総合
　　　　　カウンターへお持ちください。
　初心者向け陶芸体験教室です。世界でひとつだけの手作りの器を
作ってみませんか？

申込締切：3月 17 日（日）まで
申込方法：申込用紙に必要事項をご記入の上、料金と一緒に総合
　　　　　カウンターへお持ちください。
　初心者向け陶芸体験教室です。世界でひとつだけの手作りの器を
作ってみませんか？

特別講座　陶芸体験教室

　以前からご要望が多かった料理講座を開催しました。
　難しそうなイメージですが手間も少なく、講師、受講者共に和
気あいあいとした雰囲気の中で調理され、出来上がった料理を美
味しそうに食べられていました。「楽しかった」「また参加したい」
などの次回開催を望む声も多数ありました。

　中央公民館のものづくり 8講座の受講生たちが、講座中に作っ
たもの・作品展の為に自身で作ったものなど１年間の学習の成果
として約 300 点を出品しました。同じ講座の作品でも、一人ひと
りの個性が発揮されていて、来場者を楽しませました。

　講座最終日、講座生によるピアノ発表会があり、それぞれが今まで
に練習してきた曲を披露しました。
　緊張感がある中、皆さん楽しそうに演奏し、観賞していたお客様の
中には来年度の受講を考える方もいらっしゃいました。

「特別講座　西欧料理を作ろう」 　1月26日（土）

定期講座「中高年から始めるらくらくピアノ」発表会　2月13日（水）

定期講座作品展　1月30日（水）～ 2月3日（日）

　出展するグループは、水曜会・絵遊会の2団体。
　風景・静物・人物…さまざまなものが描かれた素敵な
作品をご覧ください。


