図書館だより ภ
 ᐕ

※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。

●特別館内整理期間のお知らせ●

玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

߅วࠊߖ̖࿑ᦠ㙚㧒㧓 ※内容は変更する場合があります。
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…休館日

移転開館後約 3 年間の状況を基に、幅広い利用者の方
から、運営や施設等について自由発言形式で忌憚のないご
意見を伺い、今後の利用環境向上やサービス向上に役立
てていきます。

※3 月 10日〜 13 日
…特別館内整理期間

講座となり、皆さん熱心に春・夏野菜の作り方のコツを学ばれていました。

次回開催は 2020 年夏、
『秋・冬野菜の作り方』の講座を予定しています。

（土）

図書館
スタッフが選ぶ

定 員

『ボッコちゃん』

星 新一 ／著
新潮社／出版

日本の SF パイオニアであり、ショートショー
トの名手でもある星新一による自選作品集です。
10 分にも満たぬ時間で読むことができる物語
には、現代においても通ずる痛烈な風刺、そし
て斬新なアイデアとスマートなユーモアが織り
込まれています。この一冊で星新一の才能をう
かがい知ることができます。通勤、通学、仕事
の合間のおともにいかがでしょうか？

2012 BFﾎｼ

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。

3月4日
（第１水曜日）

※13 時受付終了

4月1日
（第1水曜日）
4月8日
（第２水曜日）
4月17日
（第３金曜日）※東紅陽台は1丁目

BFﾐｼ

ۭ߅ߪߥߒߩ߳߿ࠗࡌࡦ࠻ۭ
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おはなしどんどんランド

土

10 時半〜 11 時
出演：絵本だいすきたまの
テーマ：ありがとう

えいごで本をたのしもう！
土

10 時半〜 11 時
出演：TOBY
対象：4 歳以上

おはなしのひろば
土

毎日

10 時半〜 11 時 15 分
出演：絵本だいすきたまの
テーマ：新生活

まいにちおはなしかい

16 時〜 16 時15 分頃
出演：玉野市立図書館スタッフ

（先着順・予約不要）

金 無料

（日）

世界を楽しもう！』

〜図書館で楽しむピアノコンサート〜

14時半〜16時 ※14時開場

小説の中に登場するクラシック曲をシーンの解説と
ともに、ピアノの生演奏でお楽しみ下さい。クラシック
になじみのない方にもお楽しみいただけます。

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。

場 所 多目的室（大）
定 員 50 名（先着順）

≪おもちゃの交換会について≫

前日までに不要になったお
もちゃをご提供ください。
『おもちゃの病院』開催日に
会場で別のおもちゃと交換しよ
う！

※申込不要

入場料 無料

なんば まさる

演奏者 難波 大 氏

クラシックピアニスト（岡山県出身）

≪4 月のイベント予定≫ ※内容は変更する場合があります。
●4 月 5 日（日）

アンパンマンお話会（仮）

●玉野 de シネマ
4 月 18 日（土）『はらぺこあおむし

エリック・カール コレクション』

●4 月 21 日（火）〜 5 月 10 日（日）

ふううんじ

図書館ビンゴ

『風雲児たち〜蘭学革命編〜』©2018 NHK
発行・販売元：NHK エンタープライズ

『はらぺこあおむし エリック・カールコレクション』
©The Illuminated Film Company Ltd./ Scholastic Productions,Inc. 1993

ߚ߹ߩߩࡒࡘࠫࠕࡓ
『ののちゃんち』出張展示
アニメ『地底人』
セル画展開催中！
3 月29日（日）21時まで

４月 4 日
（土）〜玉野市著名人 作品展

れぼりゅうし

4 月 19 日（日）『風雲児たち〜蘭学革命編〜』

オリジナルアニメ放映中！

次回
めばる号
巡回日

2

三島 由紀夫／著
筑摩書房／出版 1998

日本文学史においてその名を刻んだ三島由
紀夫が描くエンタメ作品です。
物語は自殺未遂を起こした主人公の羽仁男
が自らの命を売りに出すことを決め、新聞に
広告を掲載することで始まります。登場人物
たちが引き起こす騒動を、軽快な文体で描い
ており、
「金閣寺」
「仮面の告白」といった作
品とは一味違った作品となっています。
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3月11日
（第２水曜日）
3月17日
（第３火曜日）

『命売ります』

100 名

29 『小説に出てくるクラシックの

場 所 多目的室（大）
料 金 原則無料

߅ߔߔߩᧄ

13 時半〜 ※13 時開場

場 所 多目的室（大）

『おもちゃの病院』
10 時〜 14 時

『舟を編む』

≪ 上映タイトル≫

上映時間／字幕・音声ガイド付き133 分
原作／三浦しをん
出演／松田龍平、宮崎あおい

料

28

バリアフリー映画上映会

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。

皆様のご参加を
︑
お待ちして
おります︒

定 員 20 名（先着順・要申込）19 日（木）締切

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、
大人気特別講座『野

（日）

13 時半〜 15 時半

場 所 第１・２研修室

春・夏野菜作りのコツを学びました！ 2 月15 日（土）多目的室（大）
菜作りのコツと裏ワザ教えます！』第４弾を開催しました。今回も定員を大幅に超える
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『令和元年度
利用者と館長との懇談会』
（金・祝）

玉野市立図書館・中央公民館

開館カレンダー

3 月10 日（火）から 13 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。

₹㊁Ꮢ┙࿑ᦠ㙚ࠗࡌࡦ࠻᩺ౝ

開館時間
朝９：００〜夜９：００
玉野市立図書館
0863-31-3712

ภ

߅วࠊߖ̖
㧒࿑ᦠ㙚㧓

 ᐕ

 ਛᄩ᳃㙚ߛࠃࠅ
（文化センター）
※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。

ภ

＊令和 2 年度

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→

中央公民館 定期講座生を募集します＊

受付期間：2 月 26 日（水）〜 3 月 8 日（日）
9 時〜 21 時

新規定期講座２つを加え 21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。

募集講座一覧

ポーセラーツの様子

※講座名は変更する場合があります。

●墨彩画

●古典文学講座

●陶芸教室

●俳句

●オカリーナ入門

●英会話（入門／初級／中級）

●絵画教室

●リラックス・ヨガ

●初めてのパン・お菓子

●書道（かな・実用）

●ハッピーヨガライフ

●フラワーアレンジメント教室

●中高年から始める

●美文字定期講座

●ステンドグラス教室

らくらくピアノ(①／②) ●歌えば楽し！

●遊んで学ぼう理科実験教室

いきいき童謡・唱歌

●ポーセラーツ教室

≪イベントのご案内≫

フラワーアレンジメントの様子

令和元年度

中央公民館グループ・サークル絵画作品展
3 月 3 日（火）〜 8 日（日）9 時〜 17 時

※初日は 12 時から
最終日は16 時まで

場所 : ギャラリー
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。

前回の様子

※前回の様子

≪特別講座 開催しました！≫
＜たまの地域人づくり大学連携講座＞

『けん玉マスターになろう !!』

＜たまの地域人づくり大学連携講座＞

『魚のさばき方･魚料理教室』2 月 9日（日）料理実習室

2 月 2 日（日）多目的室
（大）

＜たまの地域人づくり大学連携講座＞

『ハンドメイド講座

刺し子でコースター作り』

2 月 7 日（金）第３研修室

『公的年金制度の仕組み 〜年金制度の目的の再認識〜』
2 月 16 日（日）第１研修室

