
　

レノクエ大募集

アナタの疑問を「レノファ山口FC」の選手に答えてもらおう！

サッカーやスポーツについて聞いてみたいことを大募集︕
質問を書いて中央図書館の応募箱に入れよう︕
応募してくれた人から抽選で各回10人の質問にレノファの選
手が答えてくれます、チャンスは3回あるよ。
さらに、応募してくれた全員の中から、抽選で10名様にレノ
ファグッズが当たる︕　なにが当たるかお楽しみ︕

応募資格︓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
募集期間︓8月1日（土）～9月10日（木）
締切　第1回︓8月13日、第2回︓8月26日、第3回︓9月10日
応募方法︓中央図書館レノファ応援コーナー（もしくは市立
図書館ホームページ）にある応募用紙に「選手への質問」、
利用カード番号、名前、学校名、学年を書き、「レノクエ
BOX」に入れてください。
選手からの回答︓締切ごとに各回10人ずつ館内に掲示し
ます。

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。新着図書
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■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

　

※１０日（月）祝日開館します

8月カレンダー

　

イベント情報　まちじゅう図書館講座

●印象プロデュースとは?

　なりたい印象を明確に捉え、髪だけでなく、様々な美容提案を
可能にするSARA独自の手法のこと。
①パーソナル診断・・・今のあなたの印象をこれからなりたい印象
　　　　　　　　　　　　  に近づけるためのアドバイスをします。
②希望者には・・・ヘアアレンジ・メイク

日　時: 8月10日（月・祝）12:00～16:30
　　　　  ※30分毎入替え制　※16:00最終受付
場　所: 中央図書館交流スペース　◆参加費無料
・カウンセリングは1人30分。（一度に最大4名まで）
・パーソナル診断に基づくヘアアレンジとメイクをご提案いたします
・普段お使いのメイク道具など持参可、ご希望なら使い方もアドバイスも可能
※予約制ではありません、当日は余裕をもってお越しください。

「黙示」
　今野　　敏　著　　双葉社
「言語道断」
　櫻井　よしこ　著　　新潮社
「これからのテレワーク」
　片桐　あい　著　　自由国民社

「薬物依存症」
　清原　和博　著　　文藝春秋
「サラリーマン川柳とびきり傑作選」
　やく　みつる　選　　NHK出版
「萩検定公式テキストブック」
　萩検定実行委員会　編　　デザインエッグ

「戦争をいかに語り継ぐか」
　水島　久光　著　　NHK出版
「免疫力」
　藤田　紘一郎　著　　ワニ・プラス
「まぼろしカレー」
　水野　仁輔　著　　山と渓谷社

印象プロデュース　ヘアとメイクでアドバイス!

小・中・高校生の

課題図書・指定図書をそろえています

展示期間︓7月31日（金）～8月26日（水）
展示場所︓小学生用ーこどもコーナー企画展示棚

※こどもカウンターにも館内のみ利用可能な本を置い　　
　 ています。中学・高校生用　（ティーンズコーナー書架　E1横）

　　 お店めぐり　　　

　　　シールラリー
やまぐちゆかりの 民話・伝説のキャラが、まちじゅう図書館のお店に出現！！
3つ以上集めて「十朋亭維新館」を目指そう！！

2020.7.15(水)～9.7(月)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「まちじゅう図書館」コラボ 「十朋亭維新館」



8月の行事予定

  9：50～10：30　山口県立育成学校(大内)

10：50～11：30　大内地域交流センター　　

13：20～13：50   宮野地域交流センター

14：20～15：00　仁保地域交流センター　　

移動図書館「ぶっくん」の運行

10：50～11：30　秋楽園

13：10～13：50　大海小学校(秋穂)　　　

14：40～15：20   小鯖地域交流センター

15：40～16：10　仁保下郷深野(有限会社須子測地開発前)　

10：20～10：50　小京都ニュータウン集会所(大内)

13：05～13：45　二島小学校 　

14：10～14：50　鋳銭司地域交流センター　　　

15：20～16：00   吉敷地域交流センター

10：00～10：40　鋳銭司小学校

10：55～11：25　梅光苑

13：00～13：40　井関小学校(阿知須)　　　

14：20～15：00   山口リハビリテーション病院(平川)

10：00～10：40　佐山小学校

11：00～11：30　嘉川地域交流センター　　　

13：10～13：40　上郷小学校(小郡)   

14：10～14：50　陶地域交流センター

10：50～11：25　佐山ふれあい館　

13：10～13：50　興進小学校(嘉川)　　　

14：10～14：50   名田島いきいきやかた

15：20～16：00　大歳地域交流センター

①コース（水曜日） 5日、19日 ②コース（木曜日） 6日、20日 ③コース（金曜日） 7日、21日

④コース（水曜日） 12日、26日 ⑥コース（金曜日） 14日、28日

入場無料
※上映会の入場につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、極力マスク着用
　をお願い致します。また、当面の間「入場制限（50名程度）」をさせていただきます。

⑦コース（水曜日） 5日、19日

⑩コース（木曜日） 13日、27日

⑧コース（金曜日） 7日、21日

⑪コース（金曜日） 14日、28日

10：00～10：30　篠生分館

11：00～11：30　生雲分館

13：40～14：00　阿東園

14：10～14：40　元粟屋医院駐車場(三谷)

15：00～15：20　ほほえみの郷トイトイ(地福)

10：20～10：40　小古祖ふれあい会館

10：50～11：20　伊賀地ふれあいの館　

12：50～13：40　八坂小学校

13：50～14：10　とくぢ苑　

10：10～10：40　柚野木小学校

12：40～13：20　さくら小学校

13：30～14：00　鷹の巣公会堂　

14：20～15：00　阿東老人ホーム

14：00～14：30　嘉年分館

北ルート

 南ルート

⑤コース（木曜日） 13日、27日
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⑨コース（水曜日） 12日、26日

10：40～11：10　串分館

11：30～12：00　島地分館

13：20～13：50　あさぎりの館

14：50～15：20　柚野分館

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（人数制限あり）　
　日時︓毎週水曜日 15:00～（20分程度）
○おはなし会
　日時︓8月2日（日）10:30～10:50       
　　※次回は、9月6日（日）おはなし会の予定です。

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。

 ～赤ちゃんと絵本を楽しむ～ 

　ブックスタート体験会

〇仁保地域 8月7日（金）10:00～11:00（仁保つどいの広場　いっぽ 仁保 さんぽ）
〇小鯖地域 8月7日（金）13:30～14:30（小鯖地域交流センター）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所
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おしりたんてい　ププッ きけんなまるいもの　ほか
夏休み特別企画「ギョ・ギョ・ギョ目が出る魚」
　　おはなし会
おしりたんてい　ププッ やみよにきえるきょじん　ほか
駅馬車　監督：ジョンフォード 出演：ジョン・ウェイン
　　ぴよぴよおはなし会
まちじゅう図書館 講座「冷茶のいろは」
まちじゅう図書館 講座「ぶどうのジェラートどう作る？」
おしりたんてい　ププッ おやつどろぼうはだれだ　ほか
おしりたんてい　ププッ はりこみのよる　ほか
まちじゅう図書館 講座「印象プロデュース ヘアとメイクでアドバイス！」
　　ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　ひとりでできるよ編
うっかりペネロペ　家族っていいな編
ガス燈　監督：ジョージ・キューカー 出演：シャルル・ボワイエ
　　ぴよぴよおはなし会
げんきげんきノンタン　おばけむらめいろ
げんきげんきノンタン　いたいのとんでけ～☆
チップス先生さようなら　監督：サム・ウッド 出演：ロバート・ドーナット
　　ぴよぴよおはなし会
あらしのよるに ひみつのともだち　それぞれのよる
あらしのよるに ひみつのともだち　まもるべきもの
まちじゅう図書館 講座「冷た～いドリンクのひと工夫」
女優、母、そして樹木希林　出演：樹木希林

「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。


