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　若い世代を中心に人気のアーティスト伊東歌詞太郎氏
をお迎えして、『未来への選択―夢の可能性―』をテー
マに講演会を開催しました。
　ご自信の半生を振り返り、「とにかく夢に向かって行動
することが大切だ」といった内容で、悩みの多い10 代に
寄り添った、素晴らしい講演会でした。
　後半にはご一緒にお招きしたギタリストの方と共に歌
も聞かせてくださいました。
　多数のご参加、ありがとうございました。

UNO宇野 体験会
宇野でUNO! カードゲーム「UNO」を
体験しよう!!

　ミサワホーム総合研究所より佐藤啓之先生にお越しい
ただき、1年 4ヶ月もの間南極活動をされていた経験を
もとにお話をしていただきました！
　実際に南極で使用している防寒服を着たり、ブリザー
ドの風も体験しました。2万年前の氷も手にとって、空
気が氷から溶け出す音も聞きました。未知の南極の話に、
こどもたちも興味津々でした。ミサワホーム総合研究所
のみなさん、ありがとうございました！

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・申込不要） 
入場料   無料

上映時間 50 分

上映時間 85 分
場　所　第３研修室
参加費　無料・申込不要
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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　

玉野市立図書館・中央公民館

玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

『夏への扉　新装版』
図書館
スタッフが選ぶ

　主人公が飼っている猫のピートは、家にたくさん
あるドアのどれかが夏に通じていると信じている。
最愛の恋人と親友に裏切られ凍てつく心を抱えた彼
は、ピートと共に冷凍睡眠で 30 年間の眠りにつく決
意をするが……
　果たして彼にもピートが信じる “夏への扉” は見つ
かるのだろうか。
　―未来は、ぜったいに過去より良いものになる―
時代を超えて愛される古典 SF の名作。
　海外 SF が苦手という方にもお勧めの 1冊です。

ロバート・A・ハインライン／著　福島　正実／訳
B933 ハイ　早川書房　2010

　気持よく晴れ渡った青空に、照りつけるような陽射し。いよいよ夏がやってき
ました。朝顔やひまわりなど、夏ならではの花が咲き、蝉の声もにぎやかに響い
ています。
　朝顔はなぜ朝にひらくかご存知ですか？　昨年、女子高校生がアメリカで「朝
顔が朝に咲く理由」について研究発表したそうです。暑く長い夏、涼しい図書
館で疑問に思ったことを調べてみるのはいかがでしょうか。

【伊東歌詞太郎 講演会開催！】

場　所　多目的室（大）　無料
定　員　3０人（定員満了）
協　力　市立玉野海洋博物館
　　　　（渋川マリン水族館）

開館カレンダー …休館日

　整理券配布について
8月31日（土）10時～ 総合カウンター付近にて、
9月7日（土）分の整理券を配布します。
※8日（日）に参加される場合は整理券は必要ありません。

本のリサイクル市、開催！
9月7日（土）～8日（日）
10時～15時
※7日のみ入場入れ替え制

うみのいきものを知ろう！
14 時～ 15 時半　※13時半開場

渋川マリン水族館の館長さんから、海に関するお話を聞いて
みよう！　タッチングプールやチリメンモンスター探しもある
よ！（小学生以上対象）

9
（金）

10
（土）

11
（日・祝）

玉野 deシネマ

●9月7日（土）～ 8日（日）
　『本のリサイクル市』
●9月15 日（日）
　『UNO宇野 2019』
●9月16日（月・祝）
　『大人も楽しいおはなし会』
●9月28日（土）
　『おもちゃの病院』
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夏に ちなんだ歌やおはなしをするよ！

おはなしのひろば
スペシャル 10時半～11時半

玉野手話サークル
『夏のおはなし、
  手話歌「花火」 ほか』

※内容は変更する場合があります。

13 時半～　※13時開場12
（月・振休）

～

11日（日・祝）
『ざんねんないきもの事典』

12日 （月・振休）
『猫侍 南の島へ行く』 

7月 7日（日）

8月31日（土）10時～

8 月3 日（土）10 時半～11時
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：TOBY

8 月24 日（土）10時半～11時15分
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：光南高校

（※日時は変更する
 場合があります）【特別講座 南極クラス  開催！】

※天候等により運休する場合があります。

7月 21 日（日）

9月4日
（第1水曜）

9月11日
（第2水曜）

8月7日
（第1水曜）

8月14日
（第２水曜）

9月20日
（第３金曜）
※東紅陽台は
2丁目

8月16日
（第３金曜）

1

場　所　多目的室（大）　無料
定　員　100 人（申込不要）

玉野・灘崎子ども劇場
『海、夏、青空』

25
（日） 10時 ～15時

●えいごで本をたのしもう！

夏休みの自由研究の調べものに困っ
たら図書館スタッフに聞いてみてね♪
読書ビンゴもあるよ♪
  場　所　第３研修室　申込不要

夏休み調べ学習おうえん隊
10 時～ 12 時 、14 時～ 16 時15

（木）

場所／ギャラリー
お持ちいただくもの／本を入れる袋、整理券（7日 参加の場合）

月のひみつシリーズ『月のみちかけ』
　月はなぜかがやいているのでしょう？
　月のかたちが毎日ちがってみえるのはどうし
てでしょう？
　身近な様で意外に知られていない「月」につ
いて、豊富な写真とイラストでわかりやすく解
説してくれるシリーズの１冊です。この夏休み、
空を見上げて “月のひみつ” を調べてみてはい
かがでしょう？同シリーズ『月のかたち』『月
の出と月の入り』もおすすめです！

藤井　旭／監修・写真    446　ほるぷ出版　2019



※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）

どんな
「夢のいきもの」が

展示されて
いるのかな？ 過去の表彰式の様子

★受賞式★
イラストレーターの内尾先生に会えるよ！
場　所：メルカ１階セントラルコート
時　間：８月 24 日（土）13 時半～

夢のいきもの大募集 !！表彰式＆応募作品展示

★全応募作品展示★
応募してくれた全ての作品を展示するよ！
場　所：たまののミュージアム・メルカ２階フロア
時　間：８月２7日（火）～ 9月 29日（日）
　　　　９時～２１時（メルカは20時まで）

過去のメルカ２階フロア展示

『夏のワークショップ』
■場所：ギャラリー
■材料費：300～1,700円
■講師：スタジオＴＯＭＡ
　　　    大賀敏江 氏　ほか

10 時～ 16 時 （15 時受付終了）

『瀬戸内国際芸術祭2019』作品写真展示『瀬戸内国際芸術祭2019』作品写真展示

『瀬戸内国際芸術祭 2019』の作品の写真をパネル
展示しています。■場所：ギャラリー　入場無料 『連絡船の町』玉野ならではの、連絡船の

ペーパークラフトづくりです。
自分だけの連絡船を作ってみよう！
■定員：①②あわせて80名程度（材料が無くなり次第終了）
■場所：ギャラリー　
■料金：無料（申込み不要）

特別講座『リフレッシュ・ヨガ』
（全６回）受講生募集！

特別講座『リフレッシュ・ヨガ』
（全６回）受講生募集！

特別講座『おいしいフレッシュジュースの
つくりかた』開催しました！ 7月 21 日（日）

■場所：中央公民館　和室
■対象：小学校４年生以上
■定員：20 名（先着順）
■講師：星加　香代子 先生
■受講料：3,000 円（６回通し）
■申込方法：総合カウンターまで受講料を
　お持ちのうえお申込みください。
■申込締切：9月1日（日）

■場所：中央公民館　和室
■対象：小学校４年生以上
■定員：20 名（先着順）
■講師：星加　香代子 先生
■受講料：3,000 円（６回通し）
■申込方法：総合カウンターまで受講料を
　お持ちのうえお申込みください。
■申込締切：9月1日（日）
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  9 月    8 日   （日）、29 日（日）
10 月 13 日（日） 、27 日（日）
11 月 10 日（日）、24 日（日） 

　築港商店街にできたマルゴデリウノミナト店から
講師をお迎えし、健康や美容に良い自然のものを
つかったジュースのつくりかたを学びました。
　果物数種類をつかったミックスジュース、甘酒を
つかったジュースなどをつくり、楽しく美味しく講座
を受講していただきました。

≪1日（木）≫

≪2日（金）≫
・刺し子で遊ぶ
・万華鏡作り
・ジェルキャンドル
・瓦でコースター作り

・和布小物作り
・夏色のガラスで作る
　アクセサリー 
・ジェルキャンドル 
・布ぞうり作り

・ステンドグラス
・チョークアート
・フォトスタンド
・ジェルキャンドル

・ステンドグラス
・苔玉作り
・缶バッジ作り 
・発泡スチロールアート 

≪3日（土）≫ ≪4日（日）≫
※内容は変更する場合があります。

8月1日（木）～ 4日（日）

8月21日（水）～ 9月1日（日）9時～ 21 時
8月28日（水）　①11時～　②15時～

ペーパークラフト「連絡船たまの丸」
模型づくりワークショップ
ペーパークラフト「連絡船たまの丸」
模型づくりワークショップ

主催：（公社）玉野市観光協会
共催：ショッピングモール メルカ、玉野市教育委員会（図書館・中央公民館）
協賛：　　　　　　　　　   玉野支店
後援：玉野商工会議所


