
※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。

※内容は変更する場合があります。

9月4日
（第１水曜日）

9月11日
（第２水曜日）

9月20日
（第３金曜日）

移動図書館『めばる号』巡回日
※天候等により運休する場合があります。

次回
めばる号
巡回日

10月2日（第１水曜日）
10月9日（第２水曜日）
10月18日（第３金曜日）※東紅陽台は1丁目

UNO宇野 2019～ファインディングウノ～

場　所　多目的室（大）
参加費　一般1,500 円、
　　　　小～大学生 1,000円
定　員　45 名（申込先着順）
総合カウンターまたはお電話にてお申込み（9月14日まで）

15
（日）

7
（土）

8
（日）

～

14 時 ～16 時半

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
10時～15時  ※7日（土）のみ入場入れ替え制

8月31日（土）10時～ 

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）
整理券配布について

16
（月・祝）

28
（土）

おもちゃの病院
10 時 ～15 時※14 時受付終了

場　所　多目的室（大）
費　用　原則無料

≪10月のイベント予定≫
玉野 deシネマ  10 月 5日（土）、6日（日）　
13 時半～ ※13 時開場　多目的室（大）

© トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

10 月 5日（土）
『おしりたんてい3
ププッブラウン
ものがたり』

10 月 6 日（日）
『BALLAD（バラッド）
～名もなき恋のうた～』

めばる号出張 in おもちゃ王国
10 月 12 日（土）～ 14 日（月・祝）

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→

『めをとじてみえるのは』『100 歳の秘訣』 マック・バーネット／文
イザベル・アルスノー／絵
評論社　2019　Eバ

図書館
スタッフが選ぶ

　全員現役！ フォトジャーナリスト、プロゴル
ファー、精神科医、画家、俳人…。100 歳を超え
てなお活躍し続ける 10 人から、健康の秘訣、食事、
思考法、仕事への取り組み、波瀾万丈の人生が語
られています。「後ろは振り返らない」「人に上下
なし」といった心構えに関する名言も満載です。
　もうすぐ敬老の日。人生100年時代を迎えた今、
100 歳を越えた方々から、充実した人生をおくる
ヒントを教わりませんか？

　ベッドに入る時間だけど、なかなか眠れま
せん。パパに聞きたいことがいっぱいあるの
です。どうして海は青いの？ どうして鳥は南
に飛んでいくの？ どうしてねなくちゃいけな
いの？ さあ、パパはなんと答えてくれるでしょ
う？ パパの答えは、奇想天外！ 空想が広がる
夢のある答えばかりで、驚きとともに「なる
ほど」とうなずきたくなります。おやすみ前
のすてきなお話です。

歌代　幸子／著
新潮社　2018　367.7 ウ（シニアコーナー）

　まだまだ残暑厳しい季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。「暑さ寒さも
彼岸まで」といいますように、秋分の日の頃には朝晩の涼しさを感じられるよ
うになります。
　秋の夜長の始まりです。読み聞かせを聞いてみたり、新たなジャンルの本を
手に取ってみたり、いつもとは違う読書体験をはじめてみてはいかがですか。
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えいごで本をたのしもう！

＊＊＊夏休み特別イベント開催しました！（7/26 ～ 8/20）＊＊＊
9/7 土 10 時半～11時　

出　演：ＴＯＢＹ

おはなしどんどんランド14 土 10 時半～11時　
出　演：絵本だいすきたまの
テーマ：おじいちゃん おばあちゃん

おはなしのひろば28 土
10 時半～11時 15 分　
出　演：玉野高校ボランティア部
テーマ：運動会

宇野でUNO！   カードゲーム『ＵＮＯ』の世界大会を『宇野』
で開催します！

大人も楽しいおはなし会

場　所　和室
参加費　無料
定　員　15 名（申込不要・先着順）
内　容　読み聞かせ、体操、ミニ上映会 （いずれも予定）

14 時 ～15 時   ※13時45分開場
大人、ご年配の方向けのおはなし会です。
お子様、お孫様連れの参加も可能です。

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、　
　新しい電池をお持ちください。
※コンピューターゲーム機は取
　り扱えません。

開館カレンダー …休館日

　いつもご利用ありがとうございます。おかげ様で、玉野市立
図書館・中央公民館の来館者数が移転開館以来 100万人に達し
ました！
　100万人目の市内中学校 3年生のお 2人に市長から花束贈呈、
教育長から記念品贈呈ほか館内にてセレモニーを行いました。
　また、日頃の感謝をこめてご来館の皆
様に図書館オリジナルのトートバッグ他
の記念品を150名の方にプレゼントさせ
ていただきました。
　これからも当館をよろしくお願いいた
します！

【祝 !   来館者数 100 万人！】 8 月17日（土）

『子ども向け 心肺蘇生講習』

『子ども司書養成講座』

『夏休み工作教室』

『うみのいきものを知ろう！』

『調べ学習おうえん隊』
7 月 26 日 (金 )

7 月 28 日 (日 )

7月30日(火 )、8月20 日（火）

7月 31 日 (水 )

8 月 9 日 (金 )

『おはなしのひろば夏休みスペシャル』
8 月 10 日 (土 )

司書の体験をして、修了証をもらい
子ども司書に認定されました。

アニメーションを見ながら心臓マッサージの
基本を学びました。

調べ学習や読書ビンゴを楽しみました。

スーパーボールもどきを作りました。

うみのいきものを学び、チリメンモンスターを
探しました。

玉野手話サークルさん、玉野・灘崎子ども
劇場さん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）

●全応募作品展示中！●９月29日（日）まで

●「第 5回夢のいきもの大募集 !！」受賞者大発表●

≪次回展示予告≫

入場
無料

　教わる子どもも教える先生も一生懸命。研究の仕方やまと
め方を学び、今まで知らなかったことや新たな発見をすること
ができたようです。

（水）
特別講座 短歌を作ろう

場　所　第 1研修室
受講料　無料
定　員　30 名（要申込・先着順）
締　切　9月22日（日）
総合カウンターまたはお電話にてお申込み

13 時半 ～16 時
初心者大歓迎！
短歌の基本から学んでみませんか？
西行賞にも応募してみよう！

連続特別講座万葉集（全６回）

場　所　第１研修室
受講料　2,000 円（資料代含む）※初講日集金
定　員　20 名（要申込・先着順）
締　切　10月8日（火）
総合カウンターまたはお電話にてお申込み

13 時半 ～16 時
万葉集の世界をテーマ別に知っていきましょう。
『社会・生活・恋・宴』などについて学びます。

10/2 （木）
10/10 （木）

11/14 （木）
12/12 （木）

1 /9 （木）
3 /5（木）

2 /13

＊＊＊夏休み特別イベント開催しました！＊＊＊
『子ども向けステンドグラス特別講座』

『自由研究特別講座』（全 3 回）

7月21日 (日 )、
8月4日（日）、
8月 18 日（日）

8 月 7 日 (水 )

自分の好きな色・形のガラスを選んで、保護者の方と一緒に
はんだづけをし、風鈴を作りました。


