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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→

図書館
スタッフが選ぶ

　春光うららかな季節となりました。桜の花びらが風に舞い、本格的な春の到来を告げてい
るようです。
　玉野市立図書館・中央公民館はおかげさまで 3周年を迎えました。これもひとえに皆様の
ご愛顧の賜物と深く感謝を申し上げます。
　3年目もより一層皆様に満足してご利用いだけますようスタッフ一同努力して参ります。
今後ともどうぞご贔屓の程よろしくお願いいたします。

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）

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

5月  1日（第1金曜日）※祝日のため変更
5月13日（第２水曜日）
5月15日（第３金曜日）※東紅陽台は2丁目
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4/11 土

おはなしどんどんランド

開館カレンダー …休館日

まいにちおはなしかい毎日 16 時～16 時15分頃　
出演：玉野市立図書館スタッフ

10 時半～11時
テーマ：はじめまして
出演：絵本だいすきたまの

18
25

えいごで本をたのしもう！
10 時半～11時
出演：TOBY
対象：4歳以上

おはなしのひろば
10 時半～11時 15 分
テーマ：おおきくなあれ
出演：絵本だいすきたまの

土

土

劇、エプロンシアター、からくりペープサート等で
楽しもう！

図書館の本を借りてビンゴを楽しもう！
タブルビンゴで素敵なプレゼントがもら
えるよ！
（なくなり次第終了）

初心者歓迎！　大人気ボードゲーム『カタン』で遊ぼう！
開始前にルール説明があります。
定員に満たない場合は当日申込OK！
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（月・祝）
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25/
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（土）

26
（日）

図書館スタッフと一緒にプログラミングロボット
「こくり」を動かそう！

図書館だより ※内容は変更する場合があります。

『じっちょりんのあるくみち』『ちいさな花言葉・花図鑑』 かとう あじゅ：著者
文溪堂　2011　E カ

　暖かくなり、様々なお花が咲く季節になりま
した。
　お花には癒し効果があり、眺めているだけで
幸せな気持ちになります。写真集を眺めるよう
な感覚で読めるほか、花言葉も楽しむことがで
きます。
　通学・通勤時間、ちょこっとした隙間時間に
読んでみませんか？

　不思議な小さな生き物、じっちょりん。
　じっちょりんは、人間の気付かないところで 
せっせとタネを植えるのです。
　身近な草花が名前入りで乗っているので、ス
トーリーを楽しみながら草花の名前も覚えるこ
とができます。じっちょりん目線の世界を子供
から大人まで楽しめる素敵な1冊です。その他、
『じっちょりん』シリーズ本もおすすめです。

宇田川 佳子：監修
ユーキャン学び出版
2019　627 チ

『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

ふううんじ　　　　　　　　 れぼりゅうし

　このたび、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご参加されます皆さまの健康と安全を
最優先に考慮し３月末までの以下の各種イベントを中止または延期とさせていただきました。
　楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございません。
　またのご参加を、よろしくお願いいたします。

≪延期≫
・3月3日（火）～8日（日）　令和元年度　中央公民館グループ・サークル絵画作品展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →開催日未定
≪中止≫
・3/14（土）　おはなしどんどんランド
・3/20（金・祝）　令和元年度　利用者と館長との懇談会
・3/21（土）　えいごで本をたのしもう！
・3/22（日）　バリアフリー映画上映会
・3/28（土） おもちゃの病院・おはなしのひろば
・3/29（日）　小説に出てくるクラシックの世界を楽しもう！ 
・毎日　　　まいにちおはなしかい

場所：おはなしのへや
参加：無料

アンパンマンの絵本や紙
芝居で楽しもう！

5
（日）

場  所 多目的室（大）
定  員 100 名（申込不要・先着順）
入場料   無料

場  所  ①第３研修室
　　　 ②第３・４研修室
定  員 ①12 名②24 名
　　　   （要申込・先着順）
対　象　中高生～
参加料    無料

場  所 多目的室（大）
定  員 　100 名
　　　   （申込不要・先着順）
入場料　無料
出　演　絵本だいすきたまの、
　　　 人形劇団さくら

場  所 ２日…第３研修室
　　　　 ３日…第４研修室
　　　　 ４日…多目的室（大）
定  員 　各回５名
　　　　  （要申込・先着順）
参加料　  無料

受　付
児童コーナー

≪18 日（土）≫
『はらぺこあおむし
エリック・カール コレクション』

≪19 日（日）≫
『風雲児たち～蘭学革命編～』

上映時間 33 分

上映時間 89 分

対　象　 小・中学生（小学生低学年は保護者同伴）
申　込　  4 月1日（水）～5月1日（金）

3周年!
おかげさまで

これからもご利用よろしくお願いいたします
玉野市立図書館・中央公民館

開館



１294/ 5/

5/

（金） 場所：ギャラリー　事前申込み不要
講師：スタジオＴＯＭＡ 大賀敏江 氏 ほか
価格：300円～1,700円

←夏糸のブローチ

←デコパージュ

サンドプラスト→

折り紙はらぺこ
あおむし→

※前回のようす

（水・祝）

29313/ 4/

（水・祝）（火）
※初日は午後から

※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）

≪展示予定の著名人≫
・ いしい ひさいち氏 （漫画家）　・ 正子公也氏  （絵巻作家）
・ 朝倉雲鶴氏（墨彩画家） 　 ・ 内尾 和正氏   （イラストレーター）ほか

＊令和２年度　定期講座生　二次募集のお知らせ＊

募集定員は【若干名】で【先着順】となります！
総合カウンターで申込書を記入してお渡しください。

募集期間：4月 1日（水）9時  ～ 12 日（日）21時まで
オ
カ
リ
ー
ナ
入
門
←

下記の定期講座の追加募集を行います。 ア
ー
テ
ィ
フ
ィ

シ
ャ
ル
を
使
っ
た

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
←

場所／図書館・中央公民館内

場所／たまののミュージアム

・ハーバリウム 1,000 円　　・夏糸のブローチ 1,000 円
・トールペイント  1,700 円 ・苔玉　500 円

・和布小物　1,000 円　　　　・押し花　額、ライト 1,000 円～
・サンドプラスト　300 円～    ・トールペイント　1,700 円

・折り紙はらぺこあおむし　700 円　・サンドブラスト　300 円～
・ミニスノーボード作り　800 円　　・デコパージュ　1,000 円

●墨彩画
火曜　9時半～ 11 時半
●俳句
火曜　12 時半～ 15 時半
●絵画教室
火曜　17 時半～ 19 時半
●書道（かな・実用）
水曜　9時半～ 11 時半

●遊んで学ぼう理科実験教室
　日曜　10 時～ 12 時
●英会話【入門／初級／中級】
　土曜　入門…13 時20分～14時20分
　　　　初級…14 時半～ 15 時半
　　　　中級…15時40 分～16時40分
●初めてのパン・お菓子
土曜　9時半～ 13 時半

●ポーセラーツ教室
木曜　10 時～ 12 時
●オカリーナ入門
木曜　13 時～ 14 時半
●アーティフィシャルを使った
フラワーアレンジメント
　土曜　10 時～ 11 時半

展


