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※玉野市立図書館・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。 玉野市立図書館・中央公民館

図書館・中央公民館だより
( 文化センター )

↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

開館時間　
朝９時～夜９時

夫が知らない家事リストぐるっとだーれ？
野々村 友紀子／著　双葉社　590ﾉ　2019 年

　たてがみがふさふさで、ガオガオガオー
と吠える動物は？
　ライオン！でも、ライオンの絵をくるっ
とさかさまにすると鳥に変身！？
　なぞなぞとだまし絵が楽しめる、前から
も後ろからも読める絵本です。
　大人も楽しめる可愛い絵本です。

　「洗剤の詰め替え」「シーツや電池の交換」
といった “細かくて名前がつけられない”
家事のあるあるエピソードを著者ならではの
辛口の文章と、ゆるっと笑えるイラストで綴
るエッセイ本です。
　家事の膨大さを知り家族で共有し、分担の
きっかけになれば良いと思います。

かしわら あきお／さく・え　主婦の友社　Eｶ　2022 年

※3月7日～10 日…特別館内整理期間

※内容は変更する
    場合があります。

3月の図書館
特集展示♪

≪児童コーナー≫春の本、子どもたちに読んで欲しい本
≪企画コーナー≫ねこの日
≪一般コーナー≫新生活に向けて、本屋大賞
≪ティーンズコーナー≫カフェ・喫茶店の本

4月5日
（第1水曜）

4月12日
（第2水曜）

3月1日
（第1水曜）

3月8日
（第２水曜）

4月21日
（第３金曜）
※東紅陽台は
1丁目

3月17日
（第３金曜）
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～～

《ティーンズコーナー》カフェ・喫茶店の本

《企画コーナー》猫の日

場  所  多目的室（大）
定  員  70 名
　　　　【要申込・先着順】
料　金    無料
申　込　3月1日（水）9時～
※総合カウンターまたはお電話で申し込みください。

場  所  たまののミュージアム 入場料  無料 

参加費  1,000円　 定　員　各回 5名まで ※小学３年生以下は保護者同伴
時　間　①10 時～ 11 時　②11 時～ 12 時　③13 時 30 分～ 14 時 30 分
　　　　④14 時 30 分～ 15 時 30 分　⑤15 時 30 分～ 16 時 30 分

13 時半～　※13時開場
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。

2月 22日のねこの日にちなんで、猫の写真集、
猫と暮らすコミックエッセイや小説がたくさん！
是非借りてみてください♪

≪上映タイトル≫『舟を編む』

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

『駅東創庫 木工 加門勝美展 ホルツハウゼン～命をつなぐもの～』開催中！

特別館内
整理期間の
お知らせ

2 月 4 日（土）～ 3月 5日（日）たまののミュージアム

3 月7 日（火 ) から10 日（金）まで、特別館内整理期間のため休館いたします。
※めばる号・市民センター図書室は通常通り開館予定です。
　休館中の本の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は、開館中にカウンター
までお返しください。ご協力よろしくお願いいたします。

駅東創庫作家作品展第４弾として、木工作家  加門 
勝美氏による展示を “たまののミュージアム” で開催中！
　ドイツ語で「木の家」の意味をもつ  「ホルツハウゼン」
のタイトル通り、自然の風合いを活かした家具や故郷
玉野の景色を題材にしたレリーフなど、約 70 点を展示
しています。 加門純子氏によるニードルフェルト作品展
「森のなかまたち」も同時開催！

駅東創庫作家作品展第 5弾！　オリジナル絵本・木版画・
パッケージデザイン・アニメーション・障がいのある方との
共同制作・ワークショップなど様々な活動をされている作家
アオイアツシ氏による作品展です。原画やスケッチブック、
制作風景などを解説と共に展示します。

道具や図案はこちらでご用意いたします。初心者向けの講座ですので、
お気軽にご参加ください。定員に空きがあれば当日受付も可能です。

おもちゃの病院

駅東創庫作家　アオイアツシ
『Sketchbook』

≪特別企画≫ワークショップ『消しゴムハンコをつくろう』

10 時～ 14 時 ※13 時受付終了

場　所　多目的室（大）　費　用　原則無料

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。

前
回
の
様
子

岡山や倉敷にあるカフェの案内本や、可愛いパンケー
キに綺麗なクリームソーダのレシピ本など、実際に行っ
たり作ったりして食べてみたくなる本が勢ぞろい！
　眺めているだけでもとてもわくわくしてきます！
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↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

現在募集中！　詳しくは配布中の中央公民館　定期講座ガイドをご覧ください。
9 時～ 21時　

ステンドグラス教室

英会話（入門・初級・中級）

令和４年度 中央公民館グループ・
サークル絵画作品展 ※初日は 12時から

　今回は「御祝」「御祝儀」などといった表書き
や自分の名前をそれぞれ楷書と行書で書く練習を
しました。
　皆さん大変集中されており、先生が用意した資
料を参考に一生懸命書かれていました。
　実用的な技術を身に付けることができ、充実し
た時間を過ごしていただけたようです。

令和 5年度 中央公民館
定期講座生募集

『筆で書こう  冠婚葬祭の表書き』を開催しました。1月 18 日（水）、2月１日（水）、15日（水）多目的室（大）

　昨年 10月にリニューアル刊行された現代語訳『備前軍
記』『備中兵乱記』の監修を務めた岡山県教育庁文化財
課の内池英樹氏が講師となり、その軍記物の整理を通し
て岡山県の戦国時代についてお話をしてくださいました。
　玉野に関する内容では、「常山城合戦」のお話も。
　本を読むだけではなかなか理解できないことも、内池
先生のお話でよく理解できました。
　開催毎に人気の歴史講座、次回開催もお楽しみに！

2月19日（日）多目的室（大）

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携歴史講座
『江戸時代の軍記物を読み直す～備前軍記・備中兵乱記の世界～』を開催しました。

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携『あなたもアーティスト！親子アート作りワークショップ』を開催しました！

　玉野市宇野港周辺も会場となって
いる「瀬戸内国際芸術祭」について
学び、今後宇野港にどんなアート作
品があったらいいか、それぞれ考え
た案を実際に紙粘土で作りました。
完成した作品は総合カウンター近く
で2月19日(日)まで展示しました！

1月28日（土）、2月5日（日）多目的室（大）
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～

（日）

3/5
（火）

2/21

〔実施講座〕
※変更になる場合があります。

俳句
絵画教室
中高年から始める
らくらくピアノ①／②
ポーセラーツ教室

歌えば楽し！
いきいき童謡・唱歌
英会話（入門・初級・中級）
初めてのパン・お菓子
アーティシャルフラワーで
アレンジメント
遊んで学ぼう理科実験教室

オカリーナ入門
古典講座
ステンドグラス教室
リラックス・ヨガ
ハッピーヨガライフ
美文字定期講座
陶芸教室

場  所  ギャラリー
入場料  無料 
≪参加グループ・サークル≫
水曜会、絵遊会


