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9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

※１７日（月）・２３日（日）・２４日（月）祝休日開館します

レノファ山口FC選手の
好きなシーン・似顔絵大募集！

朗読ボランティア養成講座 受講者募集

レノファ山口FCの選手をテーマとした好きなシーンや似顔絵を募
集します。選手の笑顔、シュートシーン、キャッチングシーン等どん
な絵でもかまいません。
応募いただいた中から、描かれた選手自らがお気に入りを１枚
選びます。選手が絵と一緒に撮った写真と、選手本人の直筆サ
インを絵に入れてもらい、応募者にお返しします。
さらに、Wチャンス︕︕応募者全員の中から抽選で10組に10
月28日栃木SC戦の親子ペアチケットが当たります。
応募期限 平成30年１0月1日（月）必着
応募できる人︓山口市在住の小・中学生で、山口市立図書館
の利用カードを持っている方
※利用カードは、山口市立図書館（中央、小郡、秋穂、阿知
須、徳地、阿東、ぶっくん）でつくれます。
応募方法︓
図書館にあるチラシの裏面または図書館のホームページから応募
用紙をダウンロードし、好きなレノファ選手の似顔絵や好きなシー
ンを描いて、山口市立中央図書館内のレノファ山口応援コー
ナーにある応募箱に入れてください。
※作品は１人１点に限ります。
※描く道具は、絵の具、色鉛筆、クレヨン等何でも
ＯＫです。
※ご応募いただいた作品は、館内に掲示させて
いただきます。利用カード番号は掲示しません。
※チケット引換券の発送をもって、当選発表に
かえさせていただきます。

新着図書

文藝春秋

「転倒予防のすべてがわかる本」
松本 健史 著

講談社

「よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル」
新谷 まさこ 著

日 時︓平成30年10月1日（月）10時30分～12時
場 所︓山口情報芸術センター2階 多目的室
講 師︓古川 百代 氏（音訳指導者）
対象者︓朗読サービスのボランティアに興味のある市内在
住の方
定 員︓25人 受講料︓無料
主 催︓中央図書館・図書館ボランティア愛メイト班
申込方法︓9月24日（月・必着）までに中央図書館へ電
話・FAX・Eメールのいずれかで申し込み。FAX・Eメールの場
合は住所・氏名・電話番号を明記。先着順となります。折り
返し受講票（はがき）をお送りします。
申込先・問合せ︓中央図書館 TEL︓083-901-1040
Fax︓083-901-1144
Eメール︓info@lib-yama.jp
企画展示

花と貴女の素敵な関係

美しいフラワーアレンジメントはもちろん、可憐な野に咲
く花さえも、見る人の心を癒してくれます。
いよいよ9月14日から「山口ゆめ花博」がはじまり
ます。ぜひ、足をお運びください。
展示期間︓
8月24日（金）～10月24日（水）

8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。

「西郷隆盛と西南戦争を歩く」
正亀 憲司 著

朗読の基礎を学び、中央図書館で行う朗読サービスにボ
ランティアとして参加しませんか。

ひかりのくに

「選べなかった命」

「襲来」 上・下

河合 香織 著

文藝春秋

「辰巳芳子のことば」
辰巳 芳子 著

講談社

「小説木戸孝允」 上・下
小学館

『日本一の「デパ地下」を作った男』
巽 尚之 著

帚木 蓬生 著

集英社インターナショナル

中尾 實信 著

鳥影社

「七〇歳年下の君たちへ」
五木 寛之 著

新潮社

9月の行事予定
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月
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水
土
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水
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水
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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

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

入場無料

行 事 内 容

場 所

こてんこてんこ ３ こてんこちゃん、てんしんしちゃダメ！ ほか
おはなし会
なかよしおばけ おばけの地下室たんけん ほか
花神 総集編 第四回 徳川を討て
花神 総集編 最終回 維新回天
ぴよぴよおはなし会
こびと観察入門 ハナガシラ キノコビト バイブスマダラ編
こびと観察入門 オトリマダラ ハナガシラ（ムシクイの友情）編
赤ちゃん教育 キャスト：ゲイリー・クラント/キャサリン・ヘプバーン
ぴよぴよおはなし会
こてんこてんこ １ こてんこがまてんこ？ ほか
よりぬき キテレツ大百科 ６ ツルの折れない人 この指とまれ！ ほか
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ６ みよちゃんのBF！？ライオンがノック ほか
ぴよぴよおはなし会
よりぬき キテレツ大百科 ２ キテレツ大ピンチ？パパの発明禁止令！ ほか
よりぬき キテレツ大百科 ２ 思い出探検！15年前に恐竜がいた！？ ほか

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
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
おはなしのへや
スタジオC
スタジオC

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 5日、19日
9：30～10：00
10：40～11：10
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

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） 12日、26日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：30～15：10
15：30～16：10

②コース（木曜日） 6日、20日
9：45～10：25
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

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） 13日、27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

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

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

③コース（金曜日） 7日、21日
10：00～10：40
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

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） 14日、28日
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） 14日、28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） 7日、21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︓9月2日（日）10:30～
※次回は、10月7日（日）の予定です。

②コース（水曜日） 5日、19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） 12日、26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。

場所︓各地域交流センター
〇吉敷地域 9月3日（月）10︓00～12︓00
〇大内地域 9月6日（木）・7日（金）10︓00～12︓00
〇平川地域 9月13日（木）10︓00～12︓00/14:00~16:00
〇大歳地域 9月14日（金）10︓00～12︓00/14:00~16:00

