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「現代農業」2月号

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　
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2月6日
（第１水曜）

2月13日
（第２水曜）

2月15日
（第３金曜）

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→

かぴばらたべてみたい 岩合光昭／著　489 イ　
クレヴィス　2018 年

　カピバラのジョンくんが “ゆめのようなた
べもの”を探しにいくおはなし。ジョンくん
やワニさん、ジャガーさんなど動物たちの表
情や挙動がかわいらしく、とても癒されます。
　終盤のシーンでは、ジョンくんたちが幸せ
そうな顔で、ある一言をいいます。この本を
読んだら“ゆめのようなたべもの” を探しに
いきたくなり、そしてジョンくんと同じよう
にある一言をつい言ってしまうでしょう。

　「岩合光昭の世界ネコ歩き」で人気の
動物写真家・岩合光昭さんによる野生の
カピバラ写真集。ブラジルに生息してい
るカピバラを被写体にしており、野生な
らではの様々な表情が写されています。
　動物園で見ることができるぼんやりと
した表情だけでなく、カピバラの新たな
一面に癒される一冊です。

※再生紙を使用しています。

場   所　 たまののミュージアム
時　間   9 時～ 21 時
入場料   無料

2月2日（土）～ 4月 7日（日）

正子公也展（後期）～常山の鶴姫と戦国名将たち～
『Princess TSURU & SAMURAI HEROES』

※画/正子公也©Kimiya Masago

　玉野市の常山に儚く散った悲運の姫武将・鶴姫に加え、織田信長や伊
達政宗、真田幸村や上杉謙信など、一度は聞いたことがある戦国名将が
大集結！ 荒 し々く迫力のあるものから、美しく繊細なものまで様々な表情を
見事に表現しています。 
　また、イラストだけでなく、正子公也
氏が作成したこだわりのキャプションで
戦国武将のことをより詳しく知ることが
できます。

※展示期間は変更する
場合があります。

＊正子公也トークショー＆サイン会 開催！＊
4月 6日 ( 土 )14 時半～ 16 時　※14時開場
先着 100 名様に無料でサイン用カードをプレゼント！
場所／多目的室（大）

…休館日

開館カレンダー

『岡山連携中枢都市圏・連携市町 6市４町の相互返却
サービス開始について』

＜ご利用可能な連携市町＞
岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、
真庭市、和気町、早島町、美咲町、吉備中央町

3月6日
（第１水曜）

3月13日
（第２水曜）

3月15日
（第３金曜）
※東紅陽台は
2丁目

いしいひろし／著　Eイ
白泉社　2017 年

※３月12 日～15 日
　…特別館内整理期間

※天候等により運休する場合があります。

（※日時は変更する場合があります）

＜利用者アンケートを実施します＞
　更なるサービス向上を図ることを目的として、『図書館
・中央公民館についてのアンケート』を実施しています。
皆様ご協力の程、よろしくお願いいたします。

２月１日（金）～28日（木）
総合カウンター 他

図書館
スタッフが選ぶ

　平成 31 年 1月 8日から、岡山連携中枢都市圏・連携市町の図書館の
相互利用サービスで借りた図書などは、下記のどの図書館でも返却が
できるようになりました。

『玉野deシネマ』
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・予約不要） 
入場料   無料

『おしりたんてい ププッとかいけつ！
おしりたんていとうじょう！』

2月9日（土）
      10 日（日）

上映時間 60 分

上映時間 83 分

≪9日（土）≫

『桃太郎シリーズ第一弾
  桃とキジ』

≪10日（日）≫

©トロル・ポプラ社／
おしりたんてい製作委員会

©2016 映画「桃とキジ」
製作委員会

場   所　 多目的室（大）
時　間  14 時半～ 16 時 ※14 時開場
定   員 　100 名（先着順・予約不要） 
入場料   無料
講　師  （一財）農山漁村文化協会　長谷川  貴央 氏

2月16 日（土）

　農業雑誌「現代農業」の出版社『農
文協』による講座です！
　野菜作りのコツや裏ワザを分かりや
すくお伝えします！

詳しくは、図書館職員までおたずねください。

相互返却のサービスを利用される
場合は、必ず窓口で『相互利用の返却』と
お伝えください。

※前期展示のようす

2月9日（土）10時半～11時
テーマ：バレンタインのおかし
　　　　づくりのおはなし
出　演：絵本だいすきたまの

2月23日（土）10時半～11時15分
テーマ：もうすぐひなまつり
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：絵本だいすきたまの

2月2日（土）10時半～11時
内　容：英語の絵本の読み聞かせ ほか
対　象：幼児以上
出　演：リードアラウドたまの



ステンドグラス
＊特別講座＊

2019 年

金

ポーセラーツの様子

フラワーアレンジメントの様子

※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→

※再生紙を使用しています。
（文化センター）

場  　 所　 中央公民館 実習室 
講　　師   曲 みつよ 氏
定  　 員 　10 名（先着順）    対　   象　18 歳以上
料　　金   受講料 500 円 +材料代 各2,500 円
申込方法　必要事項をご記入いただき、料金をお持ちのうえ中央公民館へお申し込みください。
申込期間　2月11 日（月・祝）まで ※お名前を入れる場合は2月5日（火）まで

A

    B

受付期間：3月 1日（金）～ 3月 10 日（日）　
　　　　　9時～ 21 時　

＊平成 31 年度　中央公民館 定期講座生を募集します＊

　現在 19講座！  詳しくは２月中旬から配布予定の中
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・公民館でも配布予定）
　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。

●墨彩画
●俳句
●絵画教室
●書道（かな・実用）
●中高年から始める
　らくらくピアノ
●ポーセラーツ教室

※講座名は変更する場合があります。募集講座一覧

２月22日（金）
「歌えば楽し！いきいき童謡・唱歌」発表会

２月13日（水）
「中高年からはじめるらくらくピアノ」発表会

＊平成30年度 中央公民館 定期講座 発表会＊

場   所　 多目的室（大）       時　間   10 時半～

場   所　 メルカセントラルコート       時　間   11 時～ 13 時

参加グループ・サークル一覧

＊平成 30年度  中央公民館 
　グループ・サークル作品展＊

皆さんの力作を、是非ご覧ください。

●はがき絵同好会
●はなやぎ
●墨彩画　土筆の会
●パッチワーク
●和裁とリフォーム
●メルカ水墨会
●仏画･友禅同好会

●水墨画サークル
●宇野地区手編み部
●木彫り土曜グループ
●専敬流いけばな
●和紙ちぎり絵
●洋裁グループ
●美文字サークル

1 月30 日（水）～ 2月 3日（日）
「平成 30年度 中央公民館 定期講座生作品展」
場   所　 ギャラリー       時　間   9 時～ 17 時

2月27日（水）～3月3日（日）
場   所　 ギャラリー
時　間   9 時～ 17 時※最終日は16 時まで※最終日は16 時まで

入
場
無
料
！

お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
♪

●オカリーナ入門
●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
●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
●フラワーアレンジメント教
　室
●ステンドグラス教室
●遊んで学ぼう理科実験教室


