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10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

※1日(火)～11日(金)は臨時休館日です
※14日(月)・22日（火）祝日開館します

市立図書館

臨時休館のお知らせ

ブックスタートボランティア養成講座

先月号でもお知らせいたしましたが、市立図書館では、図書館
システムのセキュリティ対策と機器の更新に伴い、次のとおり休館
いたします。
ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を
お願いいたします。

赤ちゃんと絵本の出会いの場「ブックスタート体験会」のボラン
ティアスタッフを募集します。

山口市では、生後5か月前後の赤ちゃんとその保護者を
対象に、絵本を通して親子が絆を深めることを目的として、
市民ボランティアのみなさんと「ブックスタート推進事業」を行っ
ています。

◆期間
◦中央図書館…10月1日(火)～11日(金)
◦小郡図書館…10月1日(火)～8日(火)
◦秋穂、阿知須、徳地、阿東図書館…9月30日(月)～10月7日(月)
◦移動図書館…10月2日(水)、3日(木)、4日(金)

日 時︓令和元年10月25日（金）14時00分～16時00分
場 所︓山口情報芸術センター ２階 多目的室
内 容︓原田洋子氏による講演
「こどもの心の畑に種をまこう～言葉の力は生きる力～」
・ブックスタートの説明
対 象︓山口市在住のボランティアが可能な方、興味がある方大歓迎‼
募集人員︓30名程度 ※参加費︓無料
申込方法︓10月7日(月)までに、電話、FAX、Eメールで、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を明記の上、申し込んでください
申込先・問合せ︓中央図書館 〒753-0075山口市中園町7番7号
TEL︓083-901-1040 FAX︓083-901-1144
Eメール︓toshokan@city.yamaguchi.lg.jp

※図書館のウェブサイトは、9月30日(月)～10月7日(月)まで
の休止となりますので、資料の検索・本の予約貸出延長のご利
用はできません。
※資料の返却はブックポストをご利用ください。(視聴覚資料は
開館中に各カウンターまで)
問い合わせ︓中央図書館 TEL︓083-901-1040
FAX︓083-901-1144
Eメール︓info@lib-yama.jp

図書館オペラ上映会 ヴェルディ作曲
歌劇「仮面舞踏会」（全曲）
オペラは生(ナマ)がいちばん！

家庭で読まなくなった本を提供してください
11月24日(日)の「中央図書館まつり」で「ブックリサイクル」を行い
ます。家庭で読まなくなった本を提供していただける方は下記受付
場所へお持ちください。百科事典・全集・汚れや傷みの激しい本など
はお断りする場合があります。
受付場所︓山口市立中央図書館、大殿・白石・湯田・仁保・小鯖・大内・宮野・
吉敷・平川・大歳の各地域交流センター
受付期間︓10月12日(土)～11月18日(月)

新着図書

NHK出版
幻冬舎

日 時︓10月28日（月）14時～16時20分
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）
入場料︓無料

「2100年の世界地図」
峯 陽一 著

岩波書店

逢坂 剛 著

平凡社

「落日」
湊 かなえ 著

角川春樹事務所

「オリンピック全大会」
集英社

「飛雲のごとく」

「古典つまみ読み」
武田 博幸 著

大画面で芸術の秋を楽しもう‼

「百舌落とし」

「20 CONTACTS」
原田 マハ 著

……なのではありますが、それもいろいろたいへんなので…

９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。

「こうして知財は炎上する」
稲穂 健市 著

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

あさの あつこ 著

武田 薫 著

朝日新聞出版

「無人島売ります︕」
文藝春秋

佐藤 ノブ 著

主婦の友社

10月の行事予定
月 日

曜日

時

間

10月12日
10月13日
10月16日
10月19日
10月20日
10月21日
10月25日
10月26日
10月26日
10月27日
10月28日

土
日
水
土
日
月
金
土
土
日
月

11:00～11:30
11:00～11:30
15:00～15:20
11:00～11:40
10:30～11:40
14:00～15:50
14:00～16:00
13:30～15:00
11:00～12:00
11:00～12:00
14:00～16:20

10月30日

水

15:00～15:20

①コース（水曜日） 9日、21日
山口県立育成学校(大内)
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） 16日、30日
9：50～10：30
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

入場無料

行 事 内 容

場 所

あらしのよるに ひみつのともだち ともだちのうた
あらしのよるに ひみつのともだち ひみつのかくれ家
ぴよぴよおはなし会
ファーブル昆虫記 コオロギとゾウムシ
バンビ 世界名作アニメ
小澤征爾～西洋音楽と格闘した半世紀～ 100年インタビュー
ブックスタートボランティア養成講座
絵本の読み聞かせ講座
ニルスのふしぎな旅 捕われのオオワシ ほか
ニルスのふしぎな旅 森の妖怪 ほか
オペラ上映会 歌劇「仮面舞踏会」(全曲) ヴェルディ作曲
出演：ルチアーノ・パヴァロッティ 演奏：メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱
ぴよぴよおはなし会

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
多目的室
多目的室
スタジオＣ
スタジオC
スタジオＣ

※「おはなし会」10月は臨時休館のため中止します。

おはなしのへや

移動図書館「ぶっくん」の運行

南ルート
9：45～10：25
13：00～13：40
14：10～14：50
15：20～16：00

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。

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

②コース（木曜日） 10日、24日
9：20～ 9：50
10：10～10：50
13：05～13：45
14：10～14：50
15：10～15：50

宮野上(大和保男氏宅前)
大内地域交流センター
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） 17日、31日
10：00～10：40
10：55～11：25
13：00～13：40
14：20～15：00
15：20～16：00

鋳銭司小学校
梅光苑
井関小学校（阿知須）
山口リハビリテーション病院(平川)
平川地域交流ｾﾝﾀｰ

③コース（金曜日） 11日、25日、
13：00～13：40 上郷小学校（小郡）
14：10～14：50 嘉川地域交流ｾﾝﾀｰ
15：20～16：00 吉敷地域交流ｾﾝﾀｰ

⑥コース（金曜日） 18日
10：00～10：40
10：50～11：25
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

佐山小学校
佐山ふれあい館
興進小学校（嘉川）
名田島いきいきやかた
大歳地域交流ｾﾝﾀｰ

北ルート
⑦コース（水曜日） 9日、23日
10：20～10：50
11：00～11：30
12：50～13：40
13：50～14：20

小古祖ふれあい会館
伊賀地ふれあいの館
八坂小学校
とくぢ苑

⑩コース（木曜日） 17日、31日
14：00～14：30 嘉年分館

⑧コース（金曜日） 11日、25日
10：10～10：40
12：40～13：20
13：30～14：00
14：20～15：00

柚野木小学校
さくら小学校
鷹の巣公会堂
阿東老人ホーム（生雲）

⑪コース（金曜日） 18日
10：00～10：30
11：00～11：30
13：40～14：00
14：10～14：40
15：00～15：30

篠生分館
生雲分館
阿東園
元粟屋医院駐車場（三谷）
ほほえみの郷トイトイ（地福）

トネリコ図書館活用わくわく講座

おとなも子どもも挑戦！ ～調べる学習コンクール～
「図書館を使った調べる学習コンクール」は、生涯学習の場として多くの人々に図書館を活用してほしい、との
目的で「図書館振興財団」が毎年開催しているものです。昨年度「小郡図書館友の会鉢の子」が、この大会
に応募されました。今回の講座では、図書館を使いながらどのように調べていかれたかについてお話しいただきます。
日時・場所︓10月27日(日) 10︓30～12︓00 山口市立中央図書館共同利用スペース(１階西側)
講

⑨コース（水曜日） 16日、30日

師︓中原 みどり氏 (小郡図書館友の会鉢の子事務局長)

主催・問合せ︓中央図書館友の会「トネリコ」 ０８３－９２０－０３１１(トネリコ事務局 中村)
※参加無料、申し込み不要 (詳しくはHPでご確認ください)

10：40～11：10
11：30～12：00
13：20～13：50
14：40～15：10

串分館
島地分館
あさぎりの館
柚野分館

10月よりサービステーション・
時間に変更がありますのでご注意
ください。

