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3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
※３月２２日（金）まで休館中。
臨時窓口は３月２１日（木）までです。

お待たせしました！ 3月23日（土）
中央図書館 リニューアルオープン
開館15周年記念として整備を進めてきた中央図書館のリ
ニューアルが終了し、3月23日（土）完成記念式典をはじめと
したオープニングイベントを行います。
当日は、資料を借りた先着1000人に記念品の贈呈もあり
ます。（先着順、記念品がなくなり次第終了）
ぜひ、お越しください。
◆3月23日（土）イベントスケジュール
9︓45～
完成記念式典
（場所︓YCAMインフォメーションペース）
10︓00～1時間程度
公演「ファッションライブ～服と音の共演～」
13︓00～1時間程度
講座「人気のハーバリウムをつくってみませんか︖」
15︓00～1時間程度
講座コーヒー教室「ハンドドリップの基本」
（場所︓公演・講座は全て中央図書館内エントランスエリア）

企画展示 「ほどよいキョリ。
」
卒業、退職、入学、入社、転勤……。別れがあった
り、出会いがあったり。春は人間関係に大きな変化が
起こる季節です。
新たに出会う方とどんなお付き合いをはじめますか︖
きっかけづくりや人付き合いのヒントになるような本を集
めてみました。いいスタートをきるために役立つ1冊がみ
つかるかもしれません。
展示期間︓3月23日（土）～4月24日（水）

こども企画展示

講座は、3月15日（金）までに中央図書館へ電話での申
し込みが必要です。詳細は、市報3月1日号または図書館
ホームページをご確認ください。

新着図書

待ってました 春

寒い冬がようやく終わって、待ちに待った春が
やって来ました︕あと少しで桜も咲きますね。
真新しい制服や靴、ピカピカのランドセルを使
いはじめる日も、もうすぐです。
展示期間︓3月23日（土）～4月24日（水）

1月～2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。

「１冊読み切る読書術」
齋藤 孝 著 ダイヤモンド社
「老いと記憶」
増本 康平 著 中央公論新社
「薩長同盟論」
町田 明広 著 人文書院
「ニッポン47都道府県正直観光案内」
宮田 珠己 著 本の雑誌社
「楽しき哀しき昭和の子ども史」
小泉 和子 編著 河出書房新社

「果糖中毒」
ロバート Ｈ．ラスティグ 著 ダイヤモンド社
「ボケない技術（テク）」
奥村 歩 著 世界文化社
「不妊のトリセツ」
藤原 敏博 著 あさ出版パートナーズ
「スーパーカブは、なぜ売れる」
中部 博 著 集英社インターナショナル
「ペットと暮らす掃除術」
杉本 彩 著 徳間書店

「運転をあきらめないシニアの本音と新・対策」
岩越 和紀 著 JAFメディアワークス
「金栗四三」
佐山 和夫 著 潮出版社
「天命」
岩井 三四二 著 光文社
「ほとほと」
高樹 のぶ子 著 毎日新聞出版
「吉田松陰190歳」
一坂 太郎 著 青志社

3月の行事予定
月 日
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3月23日
3月24日
3月25日
3月27日
3月30日
3月31日

土
日
月
水
土
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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

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

行 事 内 容

入場無料

場 所

こびと大研究
世界名作アニメ ダンボ
命のビザ 六千人のユダヤ人を救った日本領事の決断 出演：加藤 剛
ぴよぴよおはなし会
こびと観察入門 ケダマ、ヤマビコ、
イエ、
タカラ編
世界名作アニメ ピノキオ
（春休みスペシャルのため、10：30からはじまります）

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

移動図書館「ぶっくん」の運行
南ルート
①コース（水曜日） 13日、27日
9：30～10：00
10：40～11：10
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

④コース（水曜日） 6日、20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） 14日、28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)

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） 7日、21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） 1日、15日、29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） 8日、22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） 8日、22日
9：40～10：10
10：40～11：10
13：20～13：50
14：30～15：00

②コース（水曜日） 13日、27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

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） 1日、15日、29日

④コース（水曜日） 6日、20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）
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おはなし会

「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。

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）

移動図書館ぶっくんの運行コースが変わります
運行コースの変更によって、巡回時間が変わるステーションがあります。
詳細は、移動図書館ぶっくん「利用案内」をご確認ください。

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︓3月27日（水）15︓00～（20分程度）
※4月以降、毎週水曜日 15︓00～
○おはなし会
3月はおやすみです。
※次回は、4月7日（日）10:30～ おはなし会の予定です。

～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
〇大内地域 3月7日（木）・8日（金）10︓00～12︓00
〇吉敷地域 3月11日（月）10︓00～12︓00/14︓00~16︓00
〇平川地域 3月14日（木）10︓00～12︓00/14︓00~16︓00
〇大歳地域 3月15日（金）10︓00～12︓00/14︓00~16︓00

