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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

　

※３日(火)・２３日(月)は祝日開館します

11月カレンダー

　

第17回山口市立中央図書館まつり

やまぐちの風景写真展

場所︓図書館内 交流スペース壁面
時間︓11月21日～12月28日
内容︓山口市の風景写真を展示します。

おはなしひろば

場所︓図書館内 おはなしのへや
時間︓①10:30～　②11:30～
　　　　 ③13:30～（終了後しおりづくりあり）
　　　　 ④15:00～
内容︓絵本の読み聞かせを楽しもう︕
　　　　 ※各回先着５組程度まで
　　　　　開始時間15分前からおはなしのへや入口で
　　　　　整理券を配布

日時︓11月21日（土）10:00～
場所︓山口情報芸術センター（YCAM）・
　　　　 中央図書館・中央公園

点字で名刺づくり

場所︓YCAM 1階 ワークスペース前
時間︓10:00～14:30
内容︓点字の名刺を作ってみよう︕
　　　　 ※対象は小学校３年生以上

ぶっくんにのってみよう

場所︓YCAM 第1駐車場奥（雨天時　ぶっくん車庫）
時間︓10:00～15:00
内容︓運転席にもすわれるよ︕
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コロナに負けるな！ みんなで学ぼう、病気の予防法！

場所︓図書館内 交流スペース
時間︓10:00～14:00〈受付終了〉
内容︓クイズ形式で感染症の予防方法を学ぼう・景品ももらえるよ︕
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本は続くよどこまでも！ タイトルでしりとりゲーム

場所︓図書館内 ティーンズコーナー横中庭付近
時間︓10:00～14:00〈受付終了〉
内容︓本のタイトルでしりとりしよう︕景品ももらえるよ︕

感動を声に！朗読マラソン！

場所︓YCAM 2階 スタジオC 
時間︓10:30～12:00
内容︓好きな作品を持ち寄って朗読しよう︕
申込方法︓電話（☎083-901-1040）または当館カウンター
申込期間︓令和2年10月12日(月)～11月13日(金)
※応募多数の場合は抽選となります。
※観覧をご希望の方へ
　お申込は不要です。当日多数となった場合は入場を制限
　させていただくことがあります。予めご了承ください。
※詳細は「愛メイト」のチラシ、当館のホームページをご覧ください。

紙で作ろう！てさげバッグ

場所︓YCAM 1階 インフォメーションスペース
時間︓10:00～14:00〈受付終了〉
内容︓紙を使って自分だけのバッグを作ろう︕

「日没」
　桐野　夏生　著　岩波書店
「自己責任という暴力」
　齋藤　雅俊　著　未來社
「三島由紀夫事件50年目の証言」
　西　法太郎　著　新潮社

「おうちで、薬膳なべ」
　岩崎　啓子　料理　河出書房新社
「交響録N響で出会った名指揮者たち」
　茂木　大輔　著　音楽之友社
「現代日本を読む」
　武田　徹　著　中央公論新社

「産めないけど育てたい」
　池田　麻里奈　著　KADOKAWA
「人に寄り添う防災」
　片田　敏孝　著　集英社
「感染症の日本史」
　磯田　道史　著　文藝春秋



11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） 11日、25日 ②コース（木曜日） 12日、26日 ③コース（金曜日） 13日、27日

④コース（水曜日） 18日 ⑥コース（金曜日） 6日、20日

入場無料

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。

⑦コース（水曜日） 11日、25日

⑩コース（木曜日） 5日、19日

⑧コース（金曜日） 13日、27日

⑪コース（金曜日） 6日、20日

10：00～10：30　篠生分館

11：00～11：30　生雲分館

13：20～13：50　神角集落

14：20～14：50　元粟屋医院駐車場(三谷)

10：40～11：00　串分館

12：50～13：40　八坂小学校

13：50～14：10　とくぢ苑　

14：30～15：00　柚野分館

10：10～10：40　柚野木小学校

12：40～13：10　さくら小学校

13：20～13：40　阿東園

13：50～14：10　鷹の巣公会堂　

14：30～15：00　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） 5日、19日

11月1日
11月2日
11月3日
11月7日
11月7日
11月8日
11月9日
11月11日
11月14日
11月15日
11月16日
11月18日
11月19日
11月21日
11月25日
11月28日
11月29日
11月30日

⑨コース（水曜日） 4日、18日

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

13：00～13：30　あさぎりの館

13：50～14：20　島地分館

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）
○おはなしひろば
　日時︓11月3日（火）15:00～15:30       
　※次回は、12月6日（日）「おはなし会」をします。

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
〇大内地域　11月12日（木）10:00～12:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14:00～16:00（大歳地域交流センター）

月　日　 　曜日　　 時     間　　　　　             　　　　 行　事　内　容                            　　    場　所

日
月
火
土
土
日
月
水
土
日
月
水
木
土
水
土
日
月

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

スタジオC
スタジオC
おはなしのへや
スタジオＣ
多目的室
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
多目的室
中央図書館
おはなしのへや
スタジオＣ
スタジオC
スタジオC

日本の昔ばなし　三つの斧 ほか
明日へ　監督：プ・ジヨン 出演：ヨム・ジョンア　キム・ヨンエ
　　おはなしひろば
日本の昔ばなし　屁ひり姫 ほか 
絵本の読み聞かせ講座
げんきげんきノンタン　でかでかありがとう
ジェーン・エア　監督：ロバート・スティーヴンソン 出演：ジョーン・フォンティン　オーソン・ウェルズ
　　ぴよぴよおはなし会
げんきげんきノンタン　まいごはだあ～れ？
日本の昔ばなし　ねずみの婿取り ほか
幸せな時間　監督：横山善太 出演：丸山忠吾　丸山サチ子
　　ぴよぴよおはなし会
ブックスタートボランティア養成講座
第17回中央図書館まつり
　　ぴよぴよおはなし会
うっかりペネロペ　家族といっしょ 編
うっかりペネロペ　おもしろいこと大好き 編
山河遥かなり　監督：フレッド・ジンネマン 出演：イワン・ヤンドル　モンゴメリー・クリフト

10月より「北ルート」の
サービスステーション・時間に
変更がありましたのでご注意
ください。


