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令和 4 年 8 月のわくわく号運行予定

声の灯り 179 号

※状況によって巡回を中止する場合がございます。みなさまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

今月の読書案内 ―夏、楽しいイベントが帰ってきます―

月 日

蘇陽地区

巡回場所・時間

8月 3 日(水)

馬見原公民館（午前11時30分〜） そよう病院（午後0時〜） 馬見原保育園（午後2時〜）
菅尾保育園（午後2時45分〜） 二瀬本保育園（午後3時〜） 蘇陽小学童蘇陽キッズ（午後3時15分〜）

8月 4 日(木)

そよ風の里ほたる（午後1時50分〜） はあとふる・けあふる（午後2時30〜）

8月 5 日(金)

二瀬本コミュニティセンター（午前11時〜） 蘇陽小学校（午後1時10分〜） まこと薬局駐車場（午後2時〜）
蘇陽南小学童そよかぜ会（午後2時30分〜） おおのまなび舎Cafe（午後3時〜）

清和地区

月 日

巡回場所・時間

8月 9 日(火)

川簡易郵便局（午前10時40分〜） 清和支所（午後0時30分〜） 清和中学校（午後1時10分〜）
大川保育園（午後1時30分〜） 清和学童（午後3時〜）

8月10日(水)

山都消防署（午前10時〜） 井無田診療所横（午前10時45分〜） 原尻公民館（午前11時30分〜）
清和小学校（午後1時〜） 支援ハウス（午後1時40分〜） 市野原（午後2時〜）

矢部地区

月 日

巡回場所・時間

8月12日(金)

8月17日(水)

8月18日(木)

風ノ木
（午前10時〜） 浜美荘
（午前10時35分〜） 千寿苑
（午後0時30分〜） 大矢荘
（午後1時15分〜）
光露館
（午後1時40分〜） 彩雲苑
（午後2時〜） 金内保育園
（午後2時20分〜）
金内公民館
（午前9時45分〜） 中島西部瀬戸バス停
（午前10時40分〜） 中島南部体育館横
（午前11時〜）
白小野
（午後2時〜） さくらんぼ愛園
（午後2時20分〜）
大地
（午後2時40分〜）
文化の森
（午前10時〜） 山風華
（午前10時45分〜） 山都町役場
（午後0時30分〜）
はるか保育園
（午後1時30分〜） ライフライト矢部
（午後2時〜） あおぞら・もやい
（午後2時30分〜）
富士ラーメン
（午後3時〜）
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和光教室書道部

季節のうた

書道

今月のおすすめの本

かわいいお花がおでむかえ

昔話の扉をひらこう

図書館ボランティア「ピエロの会」のみなさんが、
本館の庭やプランターに花の苗を植えてくださいまし
た。かわいい花が、
みなさんをおでむかえしてくれます。

小澤俊夫 著

暮しの手帖社

昔話は、本ができるずっと昔から語りつがれ
てきました。子どもはさし絵がなくてもお話し
を楽しめます。著者の小澤さんは、
「どうぞあ
なたの声でお話を聴かせてやってください。
」
と述べています。
本書の小さなお話集には、矢部町の「いのししうちの名人」が
掲載されています。ぜひお子さんへ向けて話してあげてください。

おはなし会のお知らせ

「0 〜 3 歳児向け おひざにだっこのおはなし会」
「ピエロの会のおはなし会」
日時：8 月 20 日 午前 10 時 30 分から
日時：8 月 6 日 午後 2 時から
場所：矢部本館
場所：矢部本館 ※ 30 分くらいのおはなし会です。 ０歳からたのしめる、おはなしとわらべうたなどが
あります。

今月のレファレンス
−こぎゃんこつが知りたかばってん、どの本に載っとっと？−
吉良 美也子 さん︵下市︶作

やまなみの会﹁山脈﹂

萌

芳子

草樹

弘子

今村

体内に染み込む力里若葉

山下

夏場所の満席となる桟敷かな

針灸で膝の激痛治まりて又曾孫をおんぶに抱っこ

古閑 比奈子

岩村 ヨシ子

時は今黄色とピンクのグラデーション季節はやがて新緑の景へ

藤本 千代美

梅雨に入る前に遣ること済まさねば

身を寄せて藤の香りを楽しめば丹精込めし父の笑顔あり

通潤聞法句会

清次郎

園江

菅

成河

村上

菊池

竜

Yamato July_2022

村中の捨て畑ふゆる茂りかな

平川

民生

春愁や村を離るるひと家族

何はあれ眠りつきたし願えども眠気の野郎消え去りゆきし

渡邊

英博

新緑の阿蘇水源へ旅はじめ

濃き緑りうすき緑の重なりて木霊坐します大樹の森は

坂本

清和短歌会

梅雨晴れや草刈り急ぐ二人組刈らるる土手に風吹き抜けり
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★「帰ってきたよ 絵本カーニバル 2022in 山都町」
夏のお楽しみ、絵本カーニバルが山都町に帰ってきました ! たくさんの絵本がみなさんを待っています !
日時：令和 4 年 7 月 28 日〜 7 月 31 日 午前 10 時〜午後 4 時まで
場所：山都町役場 1 階 エントランスホール
※詳細は後日配布するチラシをご覧ください。
★「山都町立図書館 夏のまんが祭り！」
みんな大好き、まんがを集めた図書館がオープンします！まだ読んだことのないまんがと出会えるかも！
日時：8 月 18 日〜 21 日 午前 10 時〜午後 4 時まで※ 8 月 19 日のみ、午後 10 時から午後 9 時まで
場所：本館 図書館ホール
☆イベントでの感染症対策（検温・マスクなど）にご協力ください。

質問：「お金に関する読み語り向けの絵本はありますか？」
調査結果：「買物絵本」五味太郎著 ブロンズ新社 をご紹介しました。
この他にも、
「もりにいちばができる」五味太郎著 玉川大学出版部
問合

本館 ☎ 73 − 1616
清和 ☎ 82 − 3033
蘇陽
開館日：火曜日から金曜日（午前 10 時から午後 6 時）
土・日曜日（午前 10 時から午後 5 時）
休館日：月曜日・祝日・月末日・年末年始

などもあります。

☎ 73 − 2755

★山都町ホームページから、図書館のホームページにアクセス
すると、最新の情報が確認できます。
「かんたん検索」で、
図書館にある本が探せます！
広報山都 2022. ７月号
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