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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

※２１日（月）・２２日（火）祝休日開館します

中央図書館講演会
じぶんで育てて食べてみよう！
菌ちゃん先生直伝

歴史講演会

木戸孝允（桂小五郎）但馬国出石へ逃れる

元気野菜のつくりかた

近年注目を集めている有機栽培。自分で有機野菜を育てる
ことができれば、安心して野菜を食べることができます。
今回の講演会では、「菌ちゃん先生」こと、有機栽培の
第一人者、吉田俊道さんをお迎えし、有機野菜の栽培方法
を伝授します。
講 師：吉田俊道氏（NPO法人『大地といのちの会』理事長）
日 時：令和２年10月10日（土）１0：３０～１2：10
場 所：山口情報芸術センター スタジオC
定 員：先着50名(事前申込制) 入場無料
申込方法：９月１2日（土）午前10時から電話・
中央図書館カウンターにて受付
（後日整理券を送付いたします）
申込・問合せ先：山口市立中央図書館 TEL083-901-1040

■開館時間
平日／10:00～19:00
土日祝日／10:00～17:00

～潜伏生活を支えた人たち～
木戸孝允は、幕末、藩で中心的な役割を担っていたにも
かかわらず、潜伏生活を余儀なくされた。
それにかかわった志士の動向や人間関係、心情について
ご解説いただきます。
講 師：松前了嗣氏（防長史談会山口県本部山口支部支部長）
日 時：令和２年10月4日（日）１３：３０～１５：００
場 所：山口情報芸術センター スタジオA
募集人員：先着150人程度（事前申込制）入場無料
申込方法：９月１1日（金）午前10時から電話受付
（先着順に入場券を送付いたします）
申込・問合せ先：山口市立中央図書館 TEL083-901-1040

※せき、のどの痛み、発熱などの諸症状がみられる場合は参加をご遠慮ください。

※せき、のどの痛み、発熱などの諸症状がみられる場合は参加をご遠慮ください。

※マスク着用、入場時の手指消毒にご協力をお願いいたします。

※マスク着用、入場時の手指消毒にご協力をお願いいたします。

※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。 ※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。

子ども読書活動推進事業イベント
よしながこうたくさん

～絵本ライブ＆ライブペイント～
「給食番長」「ようかいガマとの」「ぼくだってウルトラマン」
などでおなじみの、よしなが氏による絵本の読み聞かせ・
ライブペイント。
講 師：よしながこうたく氏（絵本作家・イラストレーター）
日 時：令和２年10月11日（日）13:30～15:00
場 所：山口情報芸術センター スタジオA 入場無料
定 員：先着100名(事前申込制・小学校低学年以下は保護者同伴)
申込方法：9月13日(日)午前10時から電話・中央図書館カウンターにて
申込・問合せ先：山口市立中央図書館 TEL083-901-1040
※せき、のどの痛み、発熱などの諸症状がみられる場合は参加をご遠慮ください。
※マスク着用、入場時の手指消毒にご協力をお願いいたします。
※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。

山口市まちじゅう図書館

ねこねこ川柳大募集！
ご自身で撮影されたお気に入りのネコ写真とその写真にまつわる
川柳をお送りください。対象：どなたでも（市外の方も可）
〇募集期間：令和２年9月10日（木）～10月15日（木）
〇応募方法：メールもしくははがき、ＦＡＸにてご応募ください。
1人三句まで。各句にはそれぞれ別のネコ写真を
添付してください。
〇応募必要事項：応募者の氏名、住所、電話番号、
ネコ写真、ネコの名前、川柳
〇賞 ＊ネコカフェGATO賞 1名 ＊山口市立中央図書館長賞 1名
・その他優秀作品は、ネコの写真（名前入り）と川柳を
山口市立中央図書館交流スペースに展示します。
令和2年11月1日（日）～11月19日（木）

9月の行事予定

土・日曜日の上映会はこども向け、月曜日は大人向けです。
※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。
間隔を空けての着席にご協力をお願いします。
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15:00～15:20

行 事 内 容

11:00～11:30

ニルスのふしぎな旅

10:30～10:50

おはなし会

ニルスのふしぎな旅

14:00～15:20

商船テナシチー

11:00～11:30

あらしのよるに ひみつのともだち

14:00～15:50

椿姫

11:00～11:30

うっかりペネロペ

11:00～11:30

ニルスのふしぎな旅

14:00～15:20

浜辺の女

11:00～11:40
15:00～15:20

スタジオＣ

監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ 出演：アルベール・プレジャン

ぴよぴよおはなし会

げんきげんきノンタン

スタジオＣ
スタジオC

ニルスのふしぎな旅

15:00～15:20

おはなしのへや

楽しくて大忙し編

11:00～11:30

スタジオＣ
スタジオＣ

だいすきABC

監督：ジョージ・キューカー 出演：グレタ・ガルボ

うっかりペネロペ

おはなしのへや
おはなしのへや

あしたへの道

ぴよぴよおはなし会

スタジオＣ

ともだちがいっぱい編

スタジオＣ

なつかしいわが家へ

スタジオＣ

さようならアッカ

監督：ジャン・ルノワール 出演：ジョーン・ベネット

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

移動図書館「ぶっくん」の運行

①コース（水曜日） 2日、16日、30日

②コース（木曜日） 3日、17日
10：20～10：50
13：05～13：45
14：10～14：50
15：20～16：00

山口県立育成学校(大内)
大内地域交流センター
宮野地域交流センター
仁保地域交流センター

④コース（水曜日） 9日
10：50～11：30
13：10～13：50
14：40～15：20
15：40～16：10

スタジオＣ

ガンのプレゼント

11:00～11:30

南ルート
9：50～10：30
10：50～11：30
13：20～13：50
14：20～15：00

おはなしのへや

秘密を知ったニルス

11:00～11:30

15:00～15:20

場 所

ぴよぴよおはなし会

10：00～10：40
10：55～11：25
13：00～13：40
14：20～15：00

10：00～10：40
11：00～11：30
13：10～13：40
14：10～14：50

小京都ニュータウン集会所(大内)
二島小学校
鋳銭司地域交流センター
吉敷地域交流センター

⑤コース（木曜日） 10日、24日

秋楽園
大海小学校(秋穂)
小鯖地域交流センター
仁保下郷深野(有限会社須子測地開発前)

③コース（金曜日） 4日、18日
佐山小学校
嘉川地域交流センター
上郷小学校(小郡)
陶地域交流センター

⑥コース（金曜日） 11日、25日

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)

10：50～11：25
13：10～13：50
14：10～14：50
15：20～16：00

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） 2日、16日、30日
10：20～10：40
10：50～11：20
12：50～13：40
13：50～14：10

⑧コース（金曜日） 4日、18日
10：10～10：40
12：40～13：20
13：30～14：00
14：20～15：00

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） 10日、24日

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

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

14：00～14：30 嘉年分館

おはなし会

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

⑨コース（水曜日） 9日

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︓9月6日（日）10:30～10:50
※次回は、10月4日（日）おはなし会の予定です。

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)

～赤ちゃんと絵本を楽しむ～

ブックスタート体験会

串分館
島地分館
あさぎりの館
柚野分館

「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。

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。

〇宮野地域 9月4日（金）10:00～12:00 13:00～16:00（宮野地域交流センター）
〇白石・大殿地域 9月7日（月）14:00～15:30（山口市保健センター）
〇吉敷地域 9月14日（月）10:00～12:00 13:00～16:00（吉敷地域交流センター）

