
※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

Ⓒいしいひさいち

『第26回 はたらくくるま大集合！』に参加しました！
10 月８日（土）、10月 10 日（月・祝）

開館時間　
朝９時～夜９時

玉野市立図書館・中央公民館

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方まっくらあそびしようよ！

『とろサーモン』久保田さんの絵が飾られています！

駅東創庫 山田 茂トークイベント『ニューヨーク・ストリート』を開催しました。
10 月 10 日（月・祝）多目的室（大）

JA 全農広報部／監修　596.37 ｼﾞKADOKAWA　2022 年
　明かりを消すといつもより部屋がまっくら。
弟はなんだかこわくて眠れず、お兄ちゃんが
まっくらだからできる遊びをしようと誘って
くれます。
　たくさんのおもちゃや人形をつかったかげ
遊びや、ライトとカメラをつかったライトアー
トの楽しみ方を紹介していて、夜が楽しくな
る絵本です。

　便利な料理テクや保存の知恵・食材豆知
識を分かりやすくカラーで解説しています。
　60 種類以上の野菜や果物などを紹介して
いて、今すぐ野菜が食べたくなります。
　また、料理家さん考案の野菜別とってお
きレシピも見どころです。ごはんが楽しみ
になる 1冊です！

　おもちゃ王国で毎年恒例となっているイベントに移動図書館
「めばる号」も出展させていただき
ました。PRブースにて乗り物の本
や絵本の展示をおこない、子ども
達は大型絵本や展示している本に
夢中でした！
　立ち寄っていただいた方 ありが
とうございました。

はた　こうしろう／作  E ハ
ほるぷ出版　2022 年

図書館・中央公民館だより
（文化センター）

11月の
図書館
特集展示

≪児童≫
あきのほん、パンの本
≪一般≫
スープとなべの本
≪企画≫
クリスマス
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（土）
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11月2日
（第１水曜日）

11月9日
（第２水曜日）

11月18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。

12月7日（第１水曜日）
12月14日（第２水曜日）
12月16日（第３金曜日）※東紅陽台は1丁目

2

おもちゃの病院
10 時～ 14 時 ※13 時受付終了

場　所　料理実習室　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。

みんなが考えた色んな『いきもの』を見に来てね！

場　所　たまののミュージアム 入場料　無料

～

～

（日）

9時～21時
たまのののののちゃん展【後期】

11/

６
（木）

10/27 ～
（水）

11/

30
（金）

11/18

↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

10 月 7 日（金）OHK岡山放送にて放送された『金バク！』で、
お笑い芸人『とろサーモン』久保田さんが描かれた作品が当
館に飾られています！ 是非ご覧ください！
期間：～ 11 月 6日（日）まで
　　　※瀬戸内国際芸術祭 2022 秋会期 最終日まで
場所：総合カウンター横

　『たまののミュージアム』で展示した『駅東創庫 完成しない仕事
展』の作家、山田茂さんのトークイベントが開催されました。
　ニューヨークに留学しようと思ったきっかけから現地で学んだ
語学の苦労話などを始め、アートに包まれた街の情景、日本人が
自分しかいない美術学校生活、心が折れそうになりながらもスト
リートで絵を売っていた話など、「表現
の世界で生きる」と覚悟を決めた山田
さんの激動の５年間を語っていただき
ました。
　山田さん、貴重なお話しをどうもあ
りがとうございました！

場  所 多目的室（大）
出　演   真実一路、廣瀬ふみ世
定  員 70 名（先着順・申込不要）
対　象   18 歳以上
入場料   無料

俳優 真実一路と素敵な仲間たちによる、大人のための
朗讀會を開催します。

場　所　深山イギリス庭園
　　　　※雨天中止
入場料　中学生以上 200円（65 歳以上 100円）
　　　　小学生 100円・未就学児無料

場　所　優秀賞・特別賞：たまののミュージアム
　　　　全応募作品：メルカ２階通路
　　　　（10 ～ 20 時）
『夢のいきもの大募集 !!』ホームページでも
全作品をご覧いただけます。 → 

　玉野市の広報誌『広報たまの』にて不定期掲載中の
４コマ漫画を展示します。
　後期は平成 29 年 4月～令和 3年 3月までの作品 58 点を
展示します！

　深山イギリス庭園内のイベントに
移動図書館「めばる号」が出張！
『Book Trade（本の交換会）』を
開催します。
※お一人様３冊まで。
　お持ちいただいた本の冊数分
　トレードできます。
※雑誌はご遠慮ください。

ろう  どく かい

10時～15時

14時～16時 終了予定
※13時半開場大人の朗讀會

/ 『第８回 夢のいきもの
大募集‼』応募作品展示

（土）
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5 Books and English Garden
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※12 月 28 日～ 1月 3日…年末年始



『はじめての日本画体験講座』
開催しました（全２回）
9 月18日（日）、9月 24 日（土）
　　　　　　　　　 ※台風により 19日（月・祝）から変更

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携 歴史講座
『近世日比港の加子役と漁業』開催しました
10 月 2日（日）※台風により 9月 19 日（月・祝）から変更

11/24（木）に市外・県外の公民館とインターネットを通じて
各地の健康体操を紹介しあう『オンライン健康体操教室』を
開催します。玉野オリジナル体操を練習し、
紹介しませんか。練習のみの参加も大歓迎！

↑玉野市立図書館・
中央公民館ＨP

淀川テクニック　柴田英昭氏
講演会・コラージュ川柳ワークショップ 冬のワークショップフェスタ

たまの地域人づくり大学・中央公民館連携講座

中央公民館漢字書道特別講座

10時～11時30分

10時～16時
15時受付終了

（日）

11/20

オリジナル体操『タマニサイズ』で
健康になろう！

11/15（火）13:00 ～ 14:30
　　　　第 3・4研修室

11/18（金）13:00 ～ 14:30
　　　　  多目的室（小）
11/22（火）10:00 ～ 11:30
　　　産業振興ビル 3階
11/24（木）10:00 ～ 12:00
産業振興ビル 3階 ※本番

（火）

11/15
（金）

11/18
（火）

11/22
（木）

11/24
（火）

11/15
（火）

11/29
（火）

12/6

（火）

12/6
（水）

12/7
（木）

12/8

講師：玉野市民病院 理学療法士  加藤 佑規 氏  ※18日～講師が指導します
定　員　各回 20 名  申込み  総合カウンターまたは電話で申し込み
締　切　11/12（土）21 時まで

筆文字の書き方を習い、年賀状を
送ってみませんか。小筆や筆ペン
での年賀状の書き方を学びます。
講師：近土 清玉 氏

年賀状を筆で書こう
＜３回連続講座＞

場　所　第 3・4研修室
対　象　18 歳以上の市内在住、在勤・在学の方
定　員　先着20 名
申込み　※総合カウンターまたは電話で申し込み
料　金　1,000 円（３回分）※初講日集金
持ち物　硯・墨・小筆、文鎮、下敷き（フェルト）
締　切　11/12（土）21 時まで

場 所　多目的室（大）     料 金　無料
対 象　市内在住、在勤・在学の方
定 員　講演会 70 名、 ワークショップ 30 名
申込み　所定の申込用紙に記入のうえ、
　　　　FAX（31-5250）または窓口で申し込み
締 切　11/12（土）21 時まで

玉野市文化財保護委員長である北村章氏が、江戸時代の
日比港の様子などをお話され、ご好評いただきました。

日本画の見本をもとに、絵を描いて色を塗る体験講座を開催しました。
皆さん楽しんで取り組んでいました。

≪講演会：13時～ 14 時≫
「宇野のチヌ」「宇野コチヌ」の作家である講師の
作品紹介、長年に渡る活動から見えてきた環境問題、
人類にとってのアートとは 等をお話しします。
≪ワークショップ：14時 15 分～ 15 時 45 分≫
講師が考案した「コラージュ川柳」を実際に作ります。
【講演会のみ、ワークショップのみの参加も可能です。】
《コラージュ川柳って？》
新聞もしくは印刷物の五文字と七文字を
切り抜き組み合わせ、五七五の川柳を
作ります。

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

●クリスマススノードーム
●ストリングアート
●プリザーブドフラワー　クリスマスアレンジ  
●かぎ針で仕上げるコースター
●ヒンメリツリー
●クリスマスオーナメント
●干支瓦
●ストリングアート
●稲穂の簡単マキマキスワッグ
●ハーバリウム
●押し花アート
●デコパージュ
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