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8月カレンダー
■ご意見・ご要望をお寄せください。
〒753-0075 山口市中園町7番7号
山口市立中央図書館
TEL：083-901-1040
FAX：083-901-1144
Ｅメール：info@lib-yama.jp
URL：http://www.lib-yama.jp
■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

※１１日（土）祝日開館します

山口市立中央図書館×山口市歴史民俗資料館
やまぐち歴史講座2018 講演会

ご利用ください～対面朗読サービス

実録・大村益次郎

対面朗読サービスとは、目の不自由な方や通常の図書の
文字が読みにくいと感じている方のために、図書館の本や
資料、持参された本や文書などを読むサービスです。
中央図書館のボランティアグループである「愛メイト」が館内
朗読サービス室で行っています。

日 時︓9月9日（日）14時～15時30分（13時開場）
場 所︓山口情報芸術センター スタジオＡ
講 師︓山口歴史研究会長 山本栄一郎 氏
定 員︓350名（申込不要・当日先着順）
参加費︓無料
問合せ︓文化財保護課 ℡ 083-920-4111
中央図書館 ℡ 083-901-1040
※駐車場が大変込み合いますので、ご来場の際はなるべく公共
交通機関をご利用ください。

日 時︓毎月第３月曜日 10時～12時／13時～15時
場 所︓朗読サービス室
申込方法︓2週間前までに中央図書館窓口または、電話
で申し込み。その際、読んでもらいたい本の書名や資料名、
または持参資料名をお伝えください。
予約・問合せ︓中央図書館 ℡083-901-1040

中央図書館関連イベント
NHK大河ドラマ「花神 総集編」上映会
原作ー司馬遼太郎 出演ー中村梅之助、浅丘ルリ子
日 時︓すべて14時から
8月20日（月）第１回 革命幻想
8月22日（水）第２回 攘夷の嵐
8月27日（月）第３回 崩れゆく長州
9 月 3 日 （月）第４回 徳川を討て
9 月 5 日 （水）最終回 維新回天
場 所︓山口情報芸術センター スタジオＣ
定 員︓100名（申込不要、当日先着順）

SO

企画展示
第二弾 ～空想編～
宇宙への冒険や宇宙人を題材にした小説・漫画・映画
の原作・解説書などを集めました。
期 間︓7月27日（金）～8月22日（水）
※7月19日より山口県立山口博物館で「夢・
未来・そして宇宙へ︕宇宙兄弟展2018×や
まぐちと宇宙」を開催中です。

企画展示 「村田蔵六 改メ、大村益次郎」
期 間︓8月13日（月）～9月9日（日）

新着図書

7月に図書館に入った新着図書です。なお最新版はホームページの「新着資料検索」および
館内の新刊コーナーに置いている「新着資料一覧」をご覧ください。
「宮沢賢治の元素図鑑」

「江戸無血開城」
岩下 哲典 著

吉川弘文館

「カルピスをつくった男 三島海雲」
山川 徹 著

小学館

桜井 弘 著

化学同人

「野草と暮らす365日」
山下 智道 著

山と渓谷社

「全47都道府県幸福度ランキング 2018年版」 「陛下、お味はいかがでしょう。」
寺島 実郎 監修

RA

東洋経済新報社

工藤 極 著

徳間書店

「トトロの生まれたところ」
宮崎 駿 監修

岩波書店

「天地に燦たり」
川越 宗一 著

文藝春秋

「作家がガンになって試みたこと」
高橋 三千綱 著

岩波書店

8月の行事予定
月 日
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8月11日
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8月13日
8月15日
8月18日
8月19日
8月20日
8月22日
8月22日
8月25日
8月26日
8月27日
8月29日

水
土
日
日
月
水
土
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月
水
土
日
月
水
水
土
日
月
水

時

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

間

15:00～15:20
11:00～11:40
10:30～10:50
11:00～11:50
14:00～15:40
15:00～15:20
10:30～12:00
11:00～11:50
14:00～15:40
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:40
14:00～16:00
14:00～15:30
15:00～15:20
11:00～11:50
11:00～11:50
14:00～15:30
15:00～15:20

行 事 内 容

場 所

ぴよぴよおはなし会
こびと観察入門 カブト タケノ ノミビョウタン編
おはなし会
なかよしおばけ おばけ遊園地に行く ほか
父と暮らせば キャスト：宮沢りえ、原田芳雄、浅野忠信
ぴよぴよおはなし会
劇場版ムーミン パペット・アニメーション ムーミン谷の夏まつり
よりぬき キテレツ大百科 ８ クーラー不要！怪談百丈島スイカ御殿 ほか
エルヴィス・コンプリート・ストーリー
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ８ 海水浴の㊙ポイント！江戸時代の百丈島 ほか
こびと観察入門 マモリ アマクリ シシャワ編
花神 総集編 第一回 革命幻想
花神 総集編 第二回 攘夷の嵐
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ９ エジソンに会った 誰にもいえない夏休み ほか
よりぬき キテレツ大百科 ９ 夏休み偉人伝！銅像になったブタゴリラ ほか
花神 総集編 第三回 崩れゆく長州
ぴよぴよおはなし会

おはなしのへや
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC
スタジオC
おはなしのへや

移動図書館「ぶっくん」の運行

南ルート
①コース（水曜日） 8日、22日
9：30～10：00
10：40～11：10
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

②コース（木曜日） 9日、23日

宮野上(大和保男氏宅前)
ほほえみの郷ﾄｲﾄｲ（阿東地福）
宮野高齢者生きがいｾﾝﾀｰ
仁保地域交流ｾﾝﾀｰ
仁保下郷深野(有限会社
須子測地開発前)

④コース（水曜日） 1日、15日、29日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：30～15：10
15：30～16：10

入場無料

9：45～10：25
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

10：00～10：40
13：00～13：40
14：20～15：00
15：20～16：00

10：00～10：40
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

山口県立育成学校
二島小学校
鋳銭司地域交流ｾﾝﾀｰ
陶地域交流ｾﾝﾀｰ

⑤コース（木曜日） 2日、16日、30日

大海総合ｾﾝﾀｰ
秋楽園
大海小学校
小鯖地域交流ｾﾝﾀｰ
小京都ﾆｭｰﾀｳﾝ集会所

③コース（金曜日） 10日、24日
佐山小学校
上郷小学校
嘉川地域交流ｾﾝﾀｰ
吉敷地域交流ｾﾝﾀｰ

⑥コース（金曜日） 3日、17日、31日

鋳銭司小学校
井関小学校
山口ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
平川地域交流ｾﾝﾀｰ

9：50～10：30
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

佐山ふれあい館
興進小学校
名田島いきいきやかた
大歳地域交流ｾﾝﾀｰ

北ルート
①コース（金曜日） 3日、17日、31日
9：40～10：10
10：40～11：10
13：20～13：50
14：30～15：00

阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 篠生分館
阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 生雲分館
阿東地域交流ｾﾝﾀｰ 嘉年分館
元粟屋医院駐車場（阿東三谷）

③コース（金曜日） 10日、24日
10：20～11：00 柚野木小学校
13：00～13：40 さくら小学校（阿東地福）
14：20～15：00 阿東老人ホーム（阿東生雲）

おはなし会

場所：おはなしのへや

○ぴよぴよおはなし会
対象︓乳幼児
日時︓毎週水曜日 15:00～（20分程度）
○おはなし会
日時︓8月5日（日）10:30～
※次回は、9月2日（日）の予定です。

②コース（水曜日） 8日、22日
10：00～10：40 大内地域交流ｾﾝﾀｰ
13：00～13：40 八坂小学校
14：20～15：00 徳地地域交流ｾﾝﾀｰ 島地分館

「ぶっくん」に乗っている
司書が、本に関する相談に
お応えします。
どうぞお立ち寄りください。

④コース（水曜日） 1日、15日、29日
10：10～10：50 徳地地域交流ｾﾝﾀｰ 串分館（徳地）
13：00～13：40 あさぎりの館（徳地上村）
14：20～15：00 石風呂駐車場（徳地岸見）

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～

ブックスタート体験会

対象者には事前に開催通知を
送りますので、会場にご持参ください。

〇小鯖地域 8月3日（金）13︓30～14︓30（小鯖地域交流センター）
〇嘉川・佐山地域 8月6日（月）10︓00～11︓00（嘉川地域交流センター）
〇仁保地域 8月10日（金）10︓00～11︓00（仁保つどいの広場）
〇陶・鋳銭司・名田島・秋穂二島
8月20日（月）10:00～11:00（二島つどいのひろば あそぼう家）

