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　図書館内にあるクイズに答え
てクロスワードを埋めよう！
素敵な景品がもらえるよ♪
※景品が無くなり次第終了します

5月12日（日）まで

＜子ども読書の日イベント＞ ＜子ども読書の日イベント＞ 
クロスワードラリー

　「玉野商工会議所 女性会」様
から今年度も引き続き書籍をい
ただきました。心より御礼申し
上げます。
　早速、蔵書に追加させていた
だいておりますので、皆様どう
ぞご利用ください。

＜　　　 ＞

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　

「玉野商工会議所 女性会」様から寄贈されました！

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→

「関西 中国 四国 北陸の
おいしい道の駅＆SA・PA」

「行きたい！ 撮りたい！ アップしたい！
奇跡に出会う日本の新絶景」

JTB パブリッシング　
2018　291.09 ｶ

図書館
スタッフが選ぶ

　鏡のように空を映す水面や、ほんの少しの
時間しか現れない島への道、水中から木が伸
びる幻想的な風景の森など一生に一度は行っ
てみたい 129 の絶景が紹介されています。お
すすめの季節や時間・撮影ポイントも掲載。
行けば思わず写真を撮って、みんなに教えた
くなること間違いなし。

　旅の途中に立ち寄る場所と思われがちな
道の駅ですが、最近は旅の目的地にしたく
なるほど楽しめる施設や体験メニュー、産
直食材のグルメ・スイーツなどが充実して
います。本書では関西・中国・四国・北陸
エリアで人気の道の駅＆SA・PAのおいし
い情報を徹底ガイド。おでかけにぴったり
の一冊となっています。

5 月25 日（土）10時半～11時15分
読む本：ともだち
出　演：絵本だいすきたまの、
　　　　リードアラウドたまの

5月11 日（土）10 時半～11時
テーマ：おかあさん
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

洋泉社 2018　291.09ｷ

　　　　　　　　　　　　「風薫る」という表現は漢語の「薫風」という言葉を
由来としており、もともとは花の香りをはこんでくる春の風を意味していた
そうです。それが時代と共に青葉を吹きわたる爽やかな初夏の風の意味へと
変化して用いられるようになりました。
　図書館では子どもの読書週間にあわせて色々なイベントを企画して
おります。ぜひ図書館をのぞいてみてはいかがでしょうか。

開館カレンダー …休館日

　保護者、読み聞かせボランティアの方必見！
㈱童心社による紙芝居講座です。紙芝居の魅力や
実践的な演じ方を紹介します。

場   所　 多目的室（大）
時　間   14 時～
定   員 　100 名（先着順） 入場料   無料

5月3日（金・祝）
特別講座『紙芝居講座』

※天候等により運休する場合があります。 2

6月5日
（第1水曜）

6月12日
（第2水曜）

4月26日
（第4金曜）

5月8日
（第２水曜）

6月21日
（第３金曜）
※東紅陽台は
1丁目

※５月1日（水）が
祝日のため

6 月15日（土）講談社おはなしキャラバンカー
6月16日（日）玉野 deシネマ「おしりたんてい２　ププッふめつのせっとうだん」
6月29日（土）玉野 deシネマ「ぼくたちと駐在さんの 700日戦争」

6月15日（土）講談社おはなしキャラバンカー
6月16日（日）玉野 deシネマ「おしりたんてい２　ププッふめつのせっとうだん」
6月29日（土）玉野 deシネマ「ぼくたちと駐在さんの 700日戦争」

ポノック短編劇場
『ちいさな英雄
～カニとタマゴと透明人間～』

5月5日（日）

『スタジオポノック』による短編
アニメーションを上映します。（上映時間 54 分）

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） 入場料   無料

深山イギリス庭園で本を読もう！
移動図書館『めばる号』も特別出演☆
本の交換会や絵本の読み聞かせもあるよ
※入場料が必要です。
　　　　（大人 200 円、小学生以下無料）

時　間   10 時～ 16 時　※雨天中止

5月12日（日）
深山イギリス庭園～ Books and  English Garden ～

5月25日（土）
場   所　 多目的室（大）
時　間   10 時～ 14 時　※13 時受付終了

『おもちゃの病院』『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

5 月  新刊案内2019年

気になる本が図書館に無い、
または貸出し中の場合は
お気軽にリクエスト・予約
してください。

5月17日
（第３金曜）

2019年3月

風薫る五月です。
かぜ     かお



＊＊＊中央公民館 イベントのご案内＊＊＊

　開館２周年記念として開催した今イベント、おかげ
さまで沢山の方にご来場いただき、大盛況の内に終了
しました！
　県外からのファンも駆けつけてくださり、正子さんの
人気ぶりが伺えるイベントとなりました。
　トークショー後のサイン会も、正子さんは一人ひとりに握手をしたり、一緒に写真撮影を
したりなどのファンサービスぶりで、参加された皆さんもとても楽しそうでした。
　正子さん、本当にありがとうございました！

※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→

（文化センター）

≪現在開催中≫ 宇野港「連絡船の町」プロジェクト企画展『宇野港と連絡船』
主催：玉野市商工観光課・(公社)玉野市観光協会5月26日（日）まで

 歴史特別講座①「玉野市沖に黒船がやってきた」～筆頭家老伊木忠澄がみた幕末維新の岡山～

場   所　 多目的室（大）     時　間   13 時開場　13 時半～ 15 時 
定   員 　100 名（先着順）    参加費   無料
講　師    岡山県教育庁 文化財課　副参事　内池 英樹 氏
申　込　お電話または所定の申込用紙にご記入の上、中央公民館へ
　　　　お申し込みください。※定員に満たない場合は当日受付（先着順）
締　切　5月9日（木）まで

5 月11 日（土）
玉野市日比沖にあらわれた黒船騒動等に関する古文書を読み解いていきます。

大  槌  島

特別講座「はじめてのパン作り」5月25日（土）

場   所　 料理実習室　    時　間  10 時～ 13 時
料　金　2,000 円（受講料込み）
対　象　18 歳以上　　定   員    16 名（先着順）   
講　師    山根 康子 氏
申込方法　申込み用紙に必要事項をご記入いただき、
　　　　　料金をお持ちのうえ中央公民館までお申し込みください。
申込期間　5月9日（木）まで

初心者向けのパン講座です。マヨネーズパンとゼリーを作ります。
作ったパンはお持ち帰りいただけます。

歴史特別講座②「常山城と宇藤木・友林堂の成立」

場   所　 多目的室（大）     時　間     9 時半開場　10 時～ 11 時半 
定   員 　100 名（先着順）    参加費   無料
講　師    玉野市文化財保護委員長　北村　章　氏
申　込　お電話または所定の申込用紙にご記入の上、中央公民館へ
　　　　お申し込みください。※定員に満たない場合は当日受付（先着順）
締　切　5月31日（金）まで

6 月2日（日）
常山合戦から時を経た「常山城」と「友林堂」の関係について、図書館内郷土
資料コーナー平成 30 年度後期展示を元にお話します。

友 林 堂

正子公也トークショー＆サイン会

4月29日（月・祝）～
5月12日（日）
瀬戸内国際芸術祭2019
作品写真展示
場   所　 ギャラリー
時　間   9 時～ 21 時
　　　　※最終日は 16 時まで
入場料　無料
※内容は変更する場合があります


