図書館だより

「小城市民図書館 三日月館での企業研修を通して」 小城市立三日月小学校教諭

福浦慶太

今回、普段子どもたちがお世話になっている小城市民図書館（三日月館）で、２日間仕事を体験させ
ていただきました。図書館では、子どもから高齢者までの幅広い方々が利用しやすいように図書館の造
りや本の配置等を工夫されているだけでなく、利用者のニーズに応じて本を選別したり、おすすめの本
のカードを作ったりするなど、細かな所まで配慮されていることが分かりました。
また、実際に自分が読みたい本を探す楽しさ、探していく中でこんな本があったんだという新たな発
見が図書館には溢れていると感じました。活字離れが進み、情報化社会となった現代において電子書籍
を利用するのではなく、人の温かさに触れることができ、新たな発見、たくさんの知識・情報がたくさ
ん詰まった図書館を私もどんどん利用していきたいと思いました。
子どもたちにも本を読むことの楽しさや地域にこのような素晴らしい場所があるということを伝えて
いきます。貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。

「小城市民図書館 三日月館での企業研修を終えて」 小城市立三日月小学校教諭

岩永諒子

私がこの研修で感じたことは、図書館の職員の方が、常に利用される方のことを想いお仕事をされて
いるということです。利用される方との関わりを見ていても、それを強く感じました。図書館は本に親
しめるだけでなく、人と人とのあたたかいつながりがもてる場所だと改めて感じました。とても貴重な
体験をさせていただき、何より楽しかったです。この素晴らしい図書館を、これから先も子どもたちと
一緒に利用させていただきたいと思います。

小城市民図書館ティーンズ講座「実験にチャレンジ

!!」８月６日（土）

No.76
ご案内

図書館では毎年、主に10代に向けての講座を開いてい

利用案内

ホームページ

ます。今年は佐賀市立城西中学校の永原吉弘先生による、
自由研究に役立つ実験を行いました。
オレンジジュースから DNA を取り出したり、塩と氷を
ギッシリつめた容器を転がしながらアイスを作ったり、牛
乳パックでカメラの仕組みを学んだりと、参加者のみなさ

時～

10

んはとても楽しんで実験に取組んでいました。

本丸くん10月巡回表

時間

場所

４ （火） 10：00～10：45 芦刈庁舎
〃

14：00～14：45 ケアハウス

アミジア

５ （水） 12：05～12：50 遠江（九州コーユー駐車場）
６ （木） 10：00～10：45 アイル（牛津保健福祉センター）
12（水） 10：15～11：00 西分農村公園
〃

13：50～14：35 三里支館

14（金） ９：45～10：30 大地町駐在所
〃

11：45～12：30 桜楽館（小城保健福祉センター）

〃

14：45～15：30 石工の里

ふれあい夕市

20（木） 11：00～11：45 晴田支館
〃

12：00～13：00 小城庁舎

〃

14：20～15：05 鳳寿苑

21（金） 11：00～11：45 岩松支館
〃

12：00～13：00 三日月庁舎

〃

14：45～15：30 小城市授産場

26（水） 12：00～13：00 芦刈庁舎

10

日

月

火

水

木

金

土
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2
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時まで）

19（水） 12：00～13：00 牛津庁舎

月の休館日

18（火） 11：00～11：45 赤れんが館

18

時 （土、日曜日は 時まで）
（金曜日は三日月館・小城館は

日時

http://library.city.ogi.saga.jp

2011年

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
全館休館日 芦刈分室は休室しています。
牛津分室のみ休室
平成23年９月２０日号
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やってみよう
（体験）

「石ころアートをしよう！」
◆日
◆対
◆受

子育て講座

要申込

時：10月15日（土）14：00〜16：30
象：小学生以上 先着15人
付：10月1日（土）〜

やってみよう
（料理）

要申込

「パパもママも一緒にスキンシップ」

要申込

◆日
◆対
◆受
◆講

時：10月23日（日）10：30〜
象：小城市在住の乳幼児とその保護者
20組（夫婦で参加できます）
付：10月1日（土）〜
師：堤 公一氏（佐賀大学文化教育学部）

子育てパパ講座

「自分でできるお昼ごはん 〜親子どんぶり〜」 「パパもママも一緒に子育て」
◆日
◆日 時：10月22日（土）10：00〜
◆対
◆対 象：小学生以上 先着10名
◆受 付：10月1日（土）〜
◆参加費：材料費として 100円とお米１合を当日集めます。 ◆受
◆講

やってみよう
（工作）

「季節のおりがみ〜秋〜」

要申込

時：10月30日（日）10：30〜
象：小城市在住の乳幼児とその保護者
15組
付：10月1日（土）〜 ※託児あり
師：藤原 浩美氏
（NP−JAPAN認定トレーナー）

ゆうゆうベビーズ

◆日
◆対

時：10月30日（日）14：00〜16：00
象：当日自由参加（幼児は保護者と参加） ◆対 象：0歳児とその保護者
◆開催日：10月6日（木）
◆時 間：10：30〜11：30
やってみよう
（体験）

「紙ヒコーキ大会」
◆日
◆対
◆受

要申込

時：11月6日（日）14：00〜16：00
象：小学生以上 先着15名
付：10月26日（水）〜

中高生向け

音楽スタジオ講習

要申込

小城市

ゆうゆうちゃいるど
◆対 象：1歳児とその保護者
◆開催日：10月10日、24日（月）
◆時 間：11：00〜11：45

ゆうゆうきっず

【問合せ】
小城市児童センター
三日月町長神田1821 1
☎72 1300

時：10月10日（月）17：00〜 ｢ドラム｣
象：中高生 各先着5人程度
付：10月1日（土）〜

◆対 象：2歳児〜就園前幼児とその保護者
◆開催日：10月12日、19日、26日（水）
◆時 間：11：00〜11：45

FAX72 1313

乳幼児対象の講座

おはなし会

10時〜19時（日曜は18時）

◆対 象：乳幼児とその保護者
◆開催日：10月3日、24日（月）
◆時 間：11：00〜11：30

小学生以下は17時まで

リズムであそぼう（リトミック）

４日、11日、18日、25日の火曜日

◆日
◆対
◆受

ゆうゆうベビーズ
「ベビーマッサージ」
◆日
◆対
◆講
◆受

◆日
◆対
◆場

◆受

要申込

時：10月14日（金）10：30〜
象：0歳児とその保護者 20組
師：津上 泰子 氏（助産師）
付：10月1日（土）〜

ゆうゆうきっず
「動物園へいこう」

◆対 象：幼児とその保護者
◆開催日：10月27日（木）
◆時 間：11：00〜11：45

要申込

時：11月11日（金）10：00〜
象：1歳〜未就園児とその保護者15組
※定員を超えた場合は抽選
所：大牟田市動物園
（入園料は各自負担）
※当日は市のバスで移動します。
付：10月26日（水）〜

《イベントのお知らせ》
〜どなたでも参加できます〜

★わくわく体験
「小さなものをかこう」

日時：10月29日（土）14：00〜
※みんなで描いた絵は児童センターに
かざります。

（すでに申込みが始まっ
①申込みが必要な講座は10月1日（土）10時より受付を行います。
ている講座もあります。）電話かカウンターへ本人か保護者が申込みをしてください。
②抽選結果については、受付期間終了後に来館時又は電話でおたずねください。
③申込まれた講座を欠席される場合はセンターまでご連絡ください。
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児童センター
だより

10月の講座

小城市報

さくら

≪開館時間≫

≪10月の休館日≫
13日の木曜日。

☎73−7117 10月８日（土）、９日（日）

◆三日月保健福祉センター「ゆめりあ」 ☎73−9280 10月17日（月）、18日（火）
◆牛津保健福祉センター「アイル」

☎51−5515 10月11日（火）、12日（水）

◆芦刈保健福祉センター「ひまわり」

☎66−5566 10月22日（土）、23日（日）

小城保健福祉センター「桜楽館」
芦刈保健福祉センター「ひまわり」

桜楽館・ひまわりの
お風呂をご利用下さい！
19時まで入浴できます。

（入浴最終受付18時30分）

入浴料金

大人（高校生以上）200円
小・中学生100円、幼児

無料

子育てサロン「ぶらんこ」
「こすもす」
◆時間 /10時 ~12時
◆対象 / 乳幼児と保護者等
「ぶらんこ」桜楽館（多目的ホール）
10月３日（月）、17日（月）、24日（月）、31日（月）
「こすもす」
・アイル（母子保健室） 10月14日（金）、28日（金）
・ひまわり（多目的室） 10月４日（火）、18日（火）
【問合せ】
小城市社会福祉協議会（子育て相互支援センター）
担当 船津 ☎73−2700

保健福祉

◆小城保健福祉センター「桜楽館」

センターだより

各保健福祉センターの問合せ・10月の休館日

牛津保健福祉センター「アイル」

おたのしみ劇場
日時 9月25日
（日）入場料
14：00〜15：30

無料

水中芸能集団 トゥリトネスショー

男のシンクロパフォーマンス
日時

日本舞踊やカラオケの披露です♪お楽しみに!!

アイル健康フェスタ!!
日時 10月23日
（日）
10：00〜16：00

10月12日
（水）

※当日はアイル休館日です
イベント観覧のみ開催します

会場 アイル
（室内プール）
開場 18：30〜
開演 19：00〜20：00

◆前売りチケット好評発売中 !!

（前売￥1,000

）

中学生以下
500円

みどりと花
いっぱい市
同時開催

◆フリーマーケット・体験コーナー
講演会・コンサート・抽選会など開催します

迫力の水中アクロバットやおバカでキュートな演技！
ぜひ、
ご家族でご観覧ください。

三日月保健福祉センター「ゆめりあ」

教室参加者募集中！

脂肪燃焼教室
日 程 ： 10月14日〜11月25日
曜 日 ： 毎週金曜日（全7回）
時 間 ： 11：15〜12：30（75分）
受講料 ： ￥3,150
◆参加希望の方は事前に申し込みが必要です。
有酸素運動と筋力運動を合わせた
サーキットトレーニングで脂肪燃焼だ！

スポーツの秋到来！

きっずチアA・B
日程：10/20〜3/15
（毎週木曜日）
A 17：00〜18：00（初心者）
時間：○
B18：10〜19：10（経験者）
○
定員：各15名
対象：小学生まで

平成23年９月２０日号
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地域包括支援センターだより
「おぎ、あ〜も！体操」
〜ゆっつらーとバージョン〜

をご存知ですか？

楽し

く!

!
軽に

One !

tw

o!

手

小城市オリジナルの歌と振付で、高齢者の方でも座って踊れる体操です。

「ゆっつらーとバージョン」はその名の通り、 ゆっつらーと した速さで、筋力アップのための全
身運動を取り入れています。歌いながら気軽にできるので、高齢者の方々に好評です。

STSサガテレビで放送されます！
10月４日（火）、25日（火）の「かちかちワイド」で紹介されます！
小城市キャラクター「ようかん右衛門」「こい姫」も踊ります。
◆放送時間

17：30すぎの ２分間です

「おぎ、あ〜も！体操」についてのお問合せは、福祉課

☎73-8820 まで

「おぎ、あ〜も！ 体操」で気軽に、楽しく、介護予防に努めましょう！
「認知症サポーター養成講座」・「おぎ、あ〜も！体操体験会」を開催しました！！
８月18日（木）、認知症サポーター養成講座に約100名の方が参加されました。
講座終了後には、「おぎ、あ〜も！体操

ゆっつら〜とバージョン」の体験会を行い、皆さん楽しく体

を動かされ、「気軽に踊れて楽しい」「家でもやれそう」との声がありました。あなたも、生活の中にぜ
ひとり入れてみませんか？

★受講された方には「サポーターの証」であるオレンジリングを差し上げています。

【問合せ】
小城北（小城・三日月地区）☎７３－２１７２（三日月庁舎内）
小城南（牛津・芦刈地区） ☎６６－６３７６（ひまわり内）
小城市福祉課

11

小城市報

さくら

高齢福祉係（三日月庁舎） ☎７３－８８２０

❖開館時間

９時～

時

❖休館日

◆時間
◆参加費

毎週月曜日・祝日

１１３２

放されました。 答え ②

ヒント
この人物が書いた日記
に は「 牛 津 の 寺 で 昼 食 を
とった」と書かれていま
す。 後 に、 当 時 禁 止 さ れ
て い た「 日 本 地 図 」 を 持
ち出そうとして国外に追

牛 津 町 の「 正 満 寺 」 は
江 戸 時 代、 長 崎 街 道 の 脇
本陣として利用されてい
ま し た。 江 戸 時 代 の 終 り
に有名なドイツ人医師も
滞 在 し て い ま す。 こ の 人
物は次の誰でしょうか。
①ケンペル ②シーボルト
③ツンベルグ

小城を知ろう

文化課（桜城館２階）
☎

１００円（資料代等）

時～

熊手・田久保

【問合せ・申込み】小城市立歴史資料館
担当

佐賀大学・小城市交流事業
特別展「小城の地域医療」

月 日（土）
青木歳幸氏 （佐賀大

2

展示会の予定

○期日
・講師

22

〜病をいやす〜

学地域学歴史文化研究センター）

○期日
月 日（土）
・講師 岩松要輔氏
（小城郷土史研究会会長）
○期日
月 日（土）
・講師 三好 彰氏
（洋学史研究家）
○期日
月 日（土）
・講師 川久保善智氏
（佐賀大学医学部助教）
29

平成 年度
第三回中林梧竹常設展

19

土生遺跡発見 周年記
念土生遺跡展開催中

◆会期
月 日（土）～
月 日（日）
江戸時代以降、小城で行わ
れていた医療の様子について
紹介します。
展示資料より
「土生ヶ里掛引痘人数附出帳」
（個人蔵）

71

－

25

今年で発見 年を迎える土
生遺跡に関する出土遺物の展
示を行っています。
◆会期
月９日（日）まで
◆会場 歴史資料館
企画展示室（桜城館 階）
展示資料より
ふみすき
「踏鋤」
（小城市重要文化財）

27

文久四年（１８６４）に三
「印にみる梧竹作品」
日月土生ヶ里で行われた種痘
（ 天 然 痘 予 防 策・ 植 え 疱 瘡 ） ◆会期 ９月 日（水）～
の記録。
月 日（日）
天然痘は高熱を発する伝染
◆場所 中林梧竹記念館
病です。感染しやすく人々に
（桜城館 階）
恐れられていました。
◆入場料 ２００円
関連行事 ＝記念講演会＝
（大学生以下無料）
◆場所 歴史資料館研修室
梧竹記念館に寄託されてい
（桜城館 階） る印 点と梧竹作品を展示。

11 15

15

10

12 28

2

14

10

40

40

10

11

23

33

10

踏鋤は朝鮮半島に由来のあ
る農具です。土生遺跡で初め
て完全な形で発掘されまし
た。朝鮮半島でもまだ完全な
形での出土はありません。

10

小城市立歴史資料館
中林梧竹記念館だより

20

17

2

第３回
小城ふるさと学講座開催

８月 日（土）、第３回小城
ふるさと学講座を開催し、約
名の方が参加されました。
「小城藩―初代藩主鍋島元
茂の生涯」と題し、同題の本
を刊行された田中耕作氏によ
る講演会を行いました。
小城藩の初代藩主鍋島元茂
の生涯について、江戸時代初
期の佐賀藩の様相や、祖父鍋
島直茂、父鍋島勝茂との関わ
りに触れながら説明されまし
た。
70

12

平成23年９月２０日号

