
※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。

図書館だより図書館だより

※天候等により運休する場合があります。

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→

『阪急電車』「おいしくてカワイイ
おべんとうおかず 300」

有川浩 /著
幻冬舎   2008　F アリ

図書館
スタッフが選ぶ

　新年度になり、お弁当りを始めた方、お弁当
を作ってみようかと思っている方へのおすすめ
の 1冊です。
　見た目をかわいくするコツと、パパッと作れ
て美味しいおかず３００品を紹介しています。
お弁当の基本・つめ方・便利グッズなども参考
になります。食べる人の喜ぶ顔を思い浮かべて
お弁当作り頑張りましょう。

　映画にもなった有川浩さんの連続短
編集です。片道 15 分ほどの路線でた
またま乗り合わせた人たちの、心のふ
れあいと小さな奇跡を描くほのぼのと
したストーリー。
　読んだあと心がほっこりする、本が
苦手な方にも読みやすい 1冊です。

4 月13 日（土）10 時半～11時
テーマ：おおきくなあれ
内容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出演：絵本だいすきたまの

コマツザキ アケミ /著  
主婦と生活社 2018　596.4  コ

※画像は去年のものです

　＜おかげさまで 2周年！＞

『絵本だいすきたまの』さん

『リードアラウドたまの』さん

３月 17日（日）多目的室（大）

宇野港「連絡船の町」プロジェクト企画展
『宇野港と連絡船』
主催：玉野市商工観光課・(公社)玉野市観光協会

●５月３日（金）【特別講座】童心社 紙芝居講座　
●５月５日（日）スタジオポノック映画上映会『ちいさな英雄―カニとタマゴと透明人間―』
●５月２５日（土）おもちゃの病院

開館カレンダー …休館日

　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 2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。

≪５月イベントの予告 ≫ 場所／多目的室（大）

 おはなしのひろば＜子ども読書の日スペシャル＞ 

1

4月3日
（第１水曜）

4月10日
（第２水曜）

4月19日
（第３金曜）

4月26日
（第4金曜）

5月8日
（第２水曜）

5月17日
（第３金曜）
※東紅陽台は
2丁目

　たまののミュージアムで展示中の『正子公也　武将画
展』特別イベントとして、正子公也氏本人によるトーク
ショー＆サイン会を開催します！
参加された方に無料でサイン用カードをプレゼント！『バリアフリー映画上映会』

場   所　 多目的室（大）
時　間   14 時開場 14 時半開演
定   員 　100 名（先着順） 
入場料   無料

4 月6日（土） 4月7日（日）

　図書館内にあるクイズに答えてクロ
スワードを埋めよう！
　全て答えてキーワードが分かっ
たら児童カウンターに行こう!!
素敵な景品がもらえるよ♪
※景品が無くなり次第終了します

4月23日（火）～5月12日（日）
＜子ども読書の日イベント＞ ＜子ども読書の日イベント＞ 
クロスワードラリー

　普段の上映会とは違い、音声
ガイド・字幕をつけることで聴
覚や視覚が不自由な方にも楽し
んでいただけるバリアフリー映
画上映会『博士の愛した数式』
を開催しました。
　昨年を超える 74 名の方がご来
場くださり、大変好評でした。
来年の開催をお楽しみに！

『足学～健康寿命を延ばすために出来ること～』
３月 19日（火）多目的室（大）

≪開館２周年特別イベント≫

『正子公也トークショー
 ＆サイン会 』

　　　　　    特別講座『野菜作りの
コツと裏技教えます！』
　　　　　    特別講座『野菜作りの
コツと裏技教えます！』
場   所　 多目的室（大）
時　間  ①9 時半開場　10 時開講　
　　　  ②14 時開場 14 時半開講 ※①②は同じ内容です。
定   員 　各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
　農業雑誌「現代農業」の出版社
『農文協』による講座です！
　家庭菜園はもちろん、農業で
も使えるコツや裏ワザを分かりや
すくお伝えします。

参加費　無料
対　象　5歳以上

今
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『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

『実写版 忍たま乱太郎』

4月27日（土）
         28日（日）

上映時間 114 分
上映時間100分

≪27日（土）≫
『陽光桜
-YOKO THE CHERRY BLOSSOM-』

≪28日（日）≫

出演：加藤清史郎　ほか
監督：三池崇史
製作：実写版「忍たま乱太郎」
　　　製作委員会

出演 : 笹野高史　ほか
監督 : 高橋玄　

4月27日（土）
場   所　 多目的室（大）
時　間   10時開場 10時半～11時半
定   員 　100 名（先着順・予約不要） 
入場料   無料
出　演   絵本だいすきたまの
　          『はなさかじいさん』
　　　    リードアラウドたまの
　　  　 『Rosie’ s Walk（ロージーのおさんぽ）』  

※予定は変更する場合があります。

＜おかげさまで 2周年！＞

4 月19日（金）～5月26日（日）

　アサヒシューズ株式会社 塚本
裕二氏と中山靴店スタッフ 山田
奈美氏による「足学」が開催され
ました！
　「足」に関するお悩み・不安の
解消法を実際の計測器や模型
を使用し分かりやすく丁寧に解
説していただき、参加された方々
も楽しんで聴講されていました。

※５月1日（水）が
祝日のため



※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）

＊平成 31 年度　定期講座生　二次募集のお知らせ＊

4月2日（火）～4月4日（木）　ギャラリー
10時～16時（15時受付終了）事前申込み不要

・押し花小物作り ・グラスアート・発泡スチロールアート         
・トールペイントで鯉のぼりを描こう
・春色のフュージョングガラスで作るアクセサリー
・ジーンズ素材でコサージュ作り・エコクラフトで小物作り
・トールペイントで鯉のぼりを描こう
・トールペイントで鯉のぼりを描こう・染色工房 糸と布
・uv レジンでペンダントトップ作り・苔玉作り

講師：スタジオＴＯＭＡ　大賀敏江 氏　ほか
価格：300円～1,800円苔玉作り

時間／9～21時
　　　※初日は午後から
場所／図書館・中央公民館内

●俳句
　…火曜 12 時半～ 15 時半
●ポーセラーツ教室
　…木曜 10 時～ 11 時半
●オカリーナ入門
　…木曜 13 時～ 14 時半

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。

●英会話【入門】
　…土曜 13 時20分～14時20分
●英会話【初級】
　…土曜 14 時半～ 15 時半
●英会話【中級】
　…土曜15時40 分～16時40分
●フラワーアレンジメント
　…土曜 10 時～ 11 時半

募集期間：4月 2日（火）9時  ～ 4月14 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。

フラワーアレンジメント

 特別講座「玉野市沖に黒船がやってきた」～筆頭家老伊木忠澄がみた幕末維新の岡山～

場   所　 多目的室（大）   時　間  13 時開場　13 時半～ 15 時 
定   員 　100 名（先着順）    参加費   無料
講　師    岡山県教育庁 文化財課　副参事　内池 英樹 氏
申　込　お電話または所定の申込用紙にご記入の上、中央公民館へ
　　　　お申し込みください。※定員に満たない場合は当日受付（先着順）
締　切　5月9日（木）まで

5 月11 日（土）
玉野市日比沖にあらわれた黒船騒動を含めて古文書を読み解いていきます。

フラワーアレンジメント特別講座
「母の日のアレンジメント」

5月12日（日）

場   所　 第１研修室　時　間  10 時～ 11 時半
料　金　Ａ ミニ花束…1,000 円（受講料込み）
　　　　Ｂ ボックスアレンジ…2,000 円（受講料込み）
対　象　Ａ 小学生以上 、 Ｂ 18 歳以上
定   員 　 各10名（先着順）    講　師    長谷川 冴子 氏
申込期間　4月 2日（火）～ 5月9日（木）まで　　

感謝の気持ちを込めて、お母様に自分で作ったシャボン
フラワーのアレンジメントを贈ってみませんか？

大  槌  島

トールペイントで
鯉のぼり

ジーンズでコサージュ

４月２日（火）～４日（木） 3 月30日（土）～
4月25 日（木）

特別講座「はじめてのパン作り」5月25日（土）

場   所　 中央公民館　料理実習室　
時　間  10 時～ 13 時
料　金　2,000 円（受講料込み）
対　象　18 歳以上
定   員    16 名（先着順）   
講　師    山根 康子 氏
申込期間　中央公民館HPをご確認ください。

初心者向けのパン講座です。マヨネーズパンとゼリーを作ります。


