イベント
インフォメーション
歴史民俗資料館

http://www.jade.dti.ne.jp/~miyoshir/

※前回のイベントの様子

り

人形
竹間沢車ョップ
ワークシ

イベント名

竹間沢車人形
ワークショップ

子どもから大人まで楽しめます

問い合わせ 歴史民俗資料館☎ 258-6655

夜語
民家で

古民家劇場
「民家で夜語り」

楽しいイベント情報が満載

日時

定員

費用

申込締切

9月8日㈯
60人
18:30～20:30

無料

9月4日
夜の民家で、笑い話などの昔語りをお楽しみください。
㈫

無料

伝統芸能の竹間沢車人形。現在、資料館で体験型講座を
9 月 5 日 毎月1～2回行っています。車人形を観るだけでなく、
㈬
実際に触れて操ってみませんか。みなさんのご参加、お
待ちしています！

9月9日㈰
9:30～12:00

15人

内容

※持ち物等の詳細は、申し込み時にお伝えします。

問い合わせ コピスみよし☎ 259-3211

コピスみよし

マグナムトリオ・
ワンコインコンサート

http://www.miyoshi-culture.jp/

仲道郁代クリスマスコンサート

～ 不思議ボール ～

コピスの風コンサート

撮影 :Kiyotaka Saito

Event information on a library

※子ども向けのイベ
ン ト は、P26 に も
掲載しています。

“ももんちゃん”とあそぼう in 三芳町

絵本作家 とよたかずひこさん
をお招きして －申込制・親子参加可ー
日時

10 月 21 日㈰ 13:30 ～ 15:00（受付 13：00 ～）
終了後、サインセールを予定しています。

場所

藤久保公民館ホール

内容

読み聞かせ : とよたかずひこさん
絵本『どんどこももんちゃん』
（童心社）他、ユー
モアたっぷりな温かみのある作品に定評があり
ます。著作絵本・紙芝居は 120 点以上。

対象

どなたでも参加可能。

定員

100 人（就学前のお子さんは必ず保護者同伴）

申込み 中央図書館にて受付中。電話可。

読み聞かせボランティア講座
絵本の選び方を学ぼう。－申込制ー
日時

9 月 26 日㈬ 10：10 ～ 12：00( 受付 10:00 ～ )

場所

中央図書館

内容

読み聞かせに向く絵本はどんな本？
－選び方の実際－

対象

三芳町で読書ボランティアをしている人

定員

30 人
中央図書館。電話可。（定員になり次第締め切り
ます）

申込み

講座で検討してほしい絵本がある人は、9/14 までにご連絡
ください。

BOOK SELECTION

図書館だより
http://www.lib.miyoshi.saitama.jp

中央図書館 ☎ 258-6464
開館時間 /10:00 ～ 19:00
（土・日は 18:00 まで )
休館日 / 毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

竹間沢分館 ☎ 274-1722
開館時間 11:00 ～ 18：00
休館日 / 毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

地域文庫

児童書の貸出、お話会などを行います

つくし文庫…9月15日㈯ 10:00～12:00
場所／上富第１区集会所

あらた文庫…開庫・火曜日15:30～18:00

場所／荒田宅(藤久保536-4 三芳東中学校近く）

図書館では雑誌スポンサーを
募集しています

雑誌のスポンサーになられた企業・団体の名
称を、町立図書館所蔵雑誌の最新号のカバー
に表示いたします。企業名のＰＲとともに、
身近な社会貢献活動としてもご利用していた
だけます。興味のある人は、下記へ連絡をお
願いします。
( 仲介先 )NPO 法人地域活性化プラザ
☎ 042-989-9545
同石原猛男理事長☎ 090-3684-3812

9月17日は敬老の日

【図書館の本棚】おすすめ本「65歳からのつながり」
フルートを自由自在に操る３人組「マグ
ナムトリオ」
。ただ吹くだけじゃない！
新しいフルートと出会えるコンサート。
公演日時
入場料

コピスみよしで主催する口笛教室の生徒を
中心に、今年もコピスの風コンサートを開
催します。内容は決定次第お知らせします。

９月 23 日㈰開演 14:00
全席自由 500 円
（当日券 800 円）

総合体育館

公演日時
出演

11 月 18 日㈰
コピスみよし口笛教室生徒 他

問い合わせ 総合体育館☎ 258-0311

仲道郁代のピアノ演奏と、スライド映像
で贈る不思議な世界。
公演日時 12 月 24 日 ( 月･ 祝 )14：00 開演
大人（高校生以上）2,500 円
入場料 ピノキオ（小 ･ 中学生）1,000 円
（全席指定） バンビ（未就学児童）500 円
※２歳以下は入場不可

普段トレーニングをしている人は、成果の確認のために
今まで、トレーニングをしていなかった人！これから運動を始めるキッカケに…いかがですか。
9 月 16 日㈰
10:00 ～ 15:00
子どもから大人まで ( どなたでも )
無料

■相談コーナーを設置 : 運動や健康に関すること
など、何でもお気軽にご相談ください。
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【身体測定】

60 歳からの旅は人生の栄養剤

日野原重明監修 長寿社会文化協会編
三笠書房 2004 年３月初版発行 請求記号 ２９０ ロク

測定項目

①身長 ②体重・体脂肪率 ③血圧・脈拍
④肺活量

【体力測定】

①全身反応 ②体前屈 ③握力 ④垂直とび
⑤閉眼片足立ち⑥上体起こし

書
一般

八十四歳。英語、イギリス、ひとり旅
清川妙著 小学館 2006 年 3 月初版発行
請求記号 ９１５ キヨカワ

「シニアと旅」というテーマで
寄稿されたなかから選出された
エッセイ集。
「麻痺の妻との旅」
、
「高齢だって、車椅子だって、
旅は大好き」など全４０篇が収
録されている。

http://www.miyoshi-culture.jp/arena/index.html

健康体力測定会 ～あなたの体力年齢は何歳？～
日時
場所
対象
費用

書
一般

書
一般

年齢（よわい）は財産

日本ペンクラブ編 光文社 2008 年 11 月初版発行
請求記号 ９１４ ヨワ

阿刀田高の作品「過去の多さは
作家の財産」をはじめ、瀬戸内
寂聴、角田光代など全 31 名の
作家が年齢を重ねることをテー
マに書いた作品を収録。作家た
ちの半生を知ることもできる。

長寿にちなんだ本を紹介します

著者は 50 歳を過ぎてから英語を
学び直し、人生初の一人海外旅行
を敢行する。旅先での交流が人生
をいかに豊かにしたのかが生き生
きと描かれる。前向きに生きるこ
との良さが伝わってくる。
書
一般

百歳

柴田トヨ著 飛鳥新社 2011 年 9 月初版発行
請求記号 ９１１．
５６シ

著者は九十歳を過ぎてから詩作
を始めた。初詩集
「くじけないで」
が 150 万部ものベストセラーに
なった著者がしたためた 2 作目
の詩集。百年の歳月を生きた思
いが随所にあらわれている。
MIYOSHI
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