
※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。

開館カレンダー …休館日

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。

↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

～15
（金）

7/ 30
（金）

9/

「こんないきもの、いたらいいな♪」を自由に描いてみよう！

『第８回 夢のいきもの
大募集 !！』作品募集中

～５
（金）

8/ 11
（日）

9/

21
（日）

8/

駅東創庫作家　染色家 北野静樹展
～型染め妖怪とたまのの伝説～

【夏休み！型染めワークショップ】妖怪エコバック、Tシャツを作ろう

皆でドールサイズドレスを作りました♪

『ライオンのこころ』パネル展示開催！

期間：8月 2日（火）～ 26 日（金）9時～ 21 時
場所：予約棚付近

開館時間　
朝９時～夜９時

玉野市立図書館・中央公民館

いつもとちがうことがおきたらルイーザ・メイ・オールコットの「若草物語」
クックブック オナー・ヘッド /文　小林玲子 /訳　岩崎書店　児童 498 ヘ　2021 年

　『若草物語』に出てくる料理がレシピ本に。
現代に合わせてアレンジされた 50 種のレシピ
が、エピソードとともに紹介されています。
日本では手に入りにくい材料もありますが、
写真を見てエピソードを読むだけでも『若草
物語』の世界に浸れます。『赤毛のアン』のバー
ジョンもありますので、ぜひそちらも。

　予定が変更になったり新しいことが起
こったり。何か変化があるとき不安に思う
のは当たり前のこと。そういう時どうした
らいいのか、転校などの子どもに分かりや
すい場面を例に、ヒントをくれる子ども向
けのメンタルヘルスの本です。
　大人向けに、子どもへの対処の仕方をア
ドバイスしたページもあります。

ウィニ・モランヴィル、ルイーザ・メイ・オールコット/著
岡本千晶/訳　原書房　596モ　2020年

図書館・中央公民館だより
（文化センター）

場　所　たまののミュージアム　入場料　無料 　時　間 9～ 21 時

場　所　実習室 　料　金 1,000 円～
時　間 ①10～12 時
　　　 　②13 時 30分～16時30分
定　員　各回 15 名　※要申込み、先着順
申込締切　8月20 日（土）21時まで
お電話または総合カウンターで申し込み（31-3712）

８月の図書館
特集展示♪

≪児童コーナー≫課題図書・自由研究、夏の本
≪企画コーナー≫夢のいきもの
≪一般コーナー≫大人も楽しみたい絵本の世界
≪ティーンズコーナー≫課題図書・指定図書、チャレンジワークのオススメ本

対象：全国の4～12歳（小学生以下）
応募用紙にご記入のうえ郵送、または
図書館総合カウンターまでお持ち
ください。
締切：2022年 9月30日（金）必着

←『夢のいきもの大募集!!』
公式ホームページ

主催：（公社）玉野市観光協会
共催：ショッピングモールメルカ、
　　　玉野市教育委員会
　　　　（図書館・中央公民館）

協賛：　　　　　　　　　  玉野支店　後援：玉野商工会議所

7月18日 (月・祝 ) に、特別講座『サステナブルファッションを学んでドールサイズドレスを作ろ
う！』を開催しました。“サステナブルファッション” について学んだあと、不要になった不織物や
ラッピングペーパー、はぎれやリボンなどのリサイクル素材を使用して、
お人形サイズの小さなドレスを作りました。皆さん楽しんで作業に取り
組んでおり、とても素晴らしいドレスが出来上がりました！

　世界41か国で読まれる150万部のベストセラー !　つよくて、 やさしい 
こころを育てる絵本『ライオンのこころ』のパネル展示を開催します！
　翻訳をされた俳優の安藤サクラさん直筆のサイン色紙も展示します。

多目的室（大）

『ライオンのこころ』文：レイチェル・ブライト　絵：ジム・フィールド　訳：安藤サクラ
出版：TWO VIRGINS　2021年

8月3日
（第１水曜日）

8月10日
（第２水曜日）

8月19日
（第３金曜日）

次回
めばる号
巡回日

9月  7日（第1水曜日）
9月14日（第２水曜日）
9月16日（第３金曜日）※東紅陽台は2丁目

1

玉野市築港にある『駅東創庫』を拠点とし活動している作家の作品展を開催！
今回は北野静樹さんによる型染め作品を展示します。
特別展として『たまのの伝説』と題し、玉野市や瀬戸内の怪談、奇談など玉野市立
図書館の蔵書を用いて自作の型染 Tシャツと解説パネルを展示します。

簡単な妖怪型紙を使ってハンカチ、手ぬぐい、エコバッグ、Ｔシャツなどを
染めます。対象：３歳以上（小学生まで保護者同伴）

3
（土）

9/ 玉野市立図書館 特別講座【ミニレクチャー　ガンにそなえる】

場　所　多目的室（大） 　料　金 無料
時　間　14 時～ 14 時 45 分
定　員　50 名　※要申込み、先着順
講　師　岡山赤十字病院　がん相談支援センター
　　　　相談員　立花 裕子  氏
申込期間　8月13 日（土）～　定員になり次第終了
お電話または総合カウンターで申し込み（31-3712）

二人に一人が、ガンにかかる時代。ガンから身を守るためには、
ガンの正しい知識と定期的な「ガン検診」が大切。「備えあれば憂いなし」のガン講座です。　

11
（日）

9/ 【星の巡礼　満月コンサート】
～12星座の音楽といのちの時間の物語「バスに乗って」～

場　所　多目的室（大） 　料　金 無料
時　間 14 時～ 15 時半
定　員 70 名　※要申込み、先着順
申込期間　8月2日（火）～　定員になり次第終了
お電話または総合カウンターで申し込み（31-3712）

プラネタリウム、星のお話のコンサートです。
マリンバとアコーディオンに
のせて、12 星座の音楽を説明します。

 　　　　　　【出演】
お話…………… さわきょうこ（楽香）
アコーディオン…岩城里江子（楽香）
マリンバ…………藤本亮平

※玉野高校出身

らっきょ



↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

ギャラリー／9：00～21：00／玉野市商工観光課・中央公民館
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（木）
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8/

24
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8/

～30
（火）

8/ ４
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9/

19
（月・祝）

9/19
（月・祝）

9/

場　所　ギャラリー
入場料　無料

場　所　ギャラリー　料　金　無料 　定　員 先着 50人程度  申込不要

場　所　ギャラリー　※申込不要　　料　金　500円～ 
講　師　スタジオTOMA大賀敏江 氏 ほか

●サンキャッチャー　500 円～
●トンボ玉を使ったアクセサリー   1000円～
●キャンドル作り　1000 円
●デコにゃん　500円　

●チョークアート 　800 円～
●糸かけ曼荼羅　1800 円
●かぎ針で作るチャーム　1000 円
●キャンドル作り　1000 円

●ヒンメリ　500 円
●チョークアート　800 円～
●型染めで遊ぼう　1000 円～
●麻バックにデコパージュ　1000 円～

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携

玉野ならではのドライ加工食材と瀬戸内海の塩を混ぜてオリジナルの
塩を作ってみませんか？　作った塩はお持ち帰りいただけます。
※ドライ加工食材…海苔、レモン、紫いも、パクチー等（予定）
※写真は前回のものです ※内容は変更になる場合があります。

2
（火）

場  所 多目的室（大）
定  員 50 名（先着順・要申込）
受講料    無料
申込期間  8 月2 日（火）～ 9月4日（日）17時まで
所定の申し込み用紙に
ご記入のうえ申込み
講　師　玉野市文化財
　　　　保護委員長
　　　　北村 章 氏

文化財保護委員が日比港の歴史について説明します。詳細は
中央公民館や各市民センターにあるチラシをご覧ください。

向日比港から遠望した日比港→※写真はイメージです

18
（日）

9/ 中央公民館 特別講座

場  所 実習室
定  員 6 名（先着順・要申込）
受講料   500 円 対　象　小学５年生以上
申込期間  8 月2 日（火）～ 9月13 日（火）21 時まで
お電話または総合カウンター
で申し込み
講　師
【仏画・友禅同好会】講師
茂 正隆 氏

二日連続の講座です。
日本画の描き方や色の塗り方を学びます。

夏会期の展示に併せて、2013 年から宇野港エリアに設置されて
いた作品を振り返ります。

【主催・問い合わせ】玉野市商工観光課（33-5005）玉野市立図書館・中央公民館（31-3711）

8 / 3
（水）
8 /

4
（木）
8 /


