
令和 2年 1月号22

開館時間／ 9：00 ～ 19：00
休館日／
　1 月1（祝・水）～3日（金）・6・20・27日（月）
　2月 3・10・17（月）
貸出点数／全 15 点　貸出期間／ 2週間

利用資格／市内に在住・通勤・通学している方、大田原市・
　　　　　さくら市・那須塩原市・塩谷町・高根沢町在住の方
図書検索・予約ホームページ／https://www.yaita-city-tosyokan.jp/
※メンテナンスのため、6：00～ 6：40は利用できない場合があります。
問い合わせ／図書館　☎（４３）５６６１

◆映画会
作品／「おしん」（サンリオ映画シリーズ）
　一大ブームを呼んだ「おしん」の少女時代を描いた
アニメーション。ばっちゃんの大切な 50 銭をお守り
に奉公に出たおしん。その 50 銭のためにどろぼうと
疑われてしまったおしんを助けた脱走兵の俊作は、人
間の美しい心をおしんに教えます。
日時／ 1 月 25 日（土）
 　　　14：00 ～ 16：05（開場 13：30）
場所／図書館  視聴覚室

◆市民ギャラリー「竹田  司一郎絵画展」
　市内在住の画家・竹田司一郎先生の作品を展示します。
ぜひご覧ください。
期間／ 2 月 9 日（日）まで

◆片岡中学校しおりコンクール作品展
　片岡中学校の生徒さんたちが作成した「しおり」を
展示します。個性豊かな作品をお楽しみください。
期間／ 1 月 4 日（土）～ 1月下旬

◆読み聞かせ講座
　学校で活動する読み聞かせボランティアのための
基礎と実践を学ぶ講座です。興味のある方、始めてみ
ようかなと思っている方も、ぜひご参加ください。
日時／ 2 月 2 日（日）①基礎編　10：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　　②実践編　13：00 ～ 14：30
場所／図書館  視聴覚室
定員／ 50 人　＊先着順　　参加費／無料
申込方法／ 1 月 7 日（火）～ 2月 1日（土）の間に、
　図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。

毎月第4土曜日に映画会を開催しています。
お気軽にご来館ください。（無料・申込不要）

12 ～ 3 月の営業時間／金・土・日・祝の 10：00 ～ 15：00
申込・問い合わせ／
　山の駅たかはら　☎（４３）１５１５
  　　（４３）１５７１　 yamanoeki2016@yahoo.co.jp

①丘陵を歩く撮影ハイキング！（所要時間約 4時間）
　純白に染まる八方の丘陵。雪原トレッキングを楽しみ
ながら、景色を感動的に撮影しよう！
日時／ 1 月 19 日（日）10：00 山の駅たかはら集合
定員／ 10 人程度　＊先着順
②林間をめぐる撮影ハイキング！（所要時間約 4時間）
　陽光にたたずむ雪原の木々たち。深雪を踏みしめ、林
間に君臨する小間々の女王のもとへ。
日時／ 2 月 15 日（土）10：00 山の駅たかはら集合
定員／ 10 人程度　＊先着順

【共通事項】
参加費／ 2,500 円　※スノーシューレンタル料込
講師／小川 こうきプロカメラマン
※撮影ポイントの案内やワンポイントアドバイスを行います。
持ち物／お弁当、飲み物、カメラなど
そのほか／
 ・各自防寒対策をお願いします。
 ・悪天候が予想される時は、前
　日に判断し連絡します。

【児童書】　　　　　★今月のオススメ

まるごととうもろこし　　　　　　　　　　　　　八田尚子
空に向かって走れ！　　　　　　　　　　　　　小手鞠るい
国語力をきたえるカタカナ語
ほんとうの願いがかなうとき　　　　バーバラ・オコーナー
大岡越前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石崎洋司

など

　著作物、特許、商標、意匠などの知的財産にかか
わる11の仕事に焦点をあて、そこに生まれるさまざま
な権利や、その正しい利用法をわかりやすく解説する。

すごいぞ！はたらく知財
承文社

◆新着図書
【一般書】　　　　　★今月オススメ

LINE やりたいことが全部わかる本　　　　　　　   田中拓也
英語でガイド！外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし

デイビッド・セイン
インコのおねだり
あっぱれ折り紙　　　　　　　　　　　　　フチモトムネジ
あたしたち、海へ　　　　　　　　　　　　　　　井上荒野

など

　生物とは何か、動く植物、大きな欠点のある人類
の歩き方、遺伝のしくみ…。最新の知見を、親切に、ユー
モアたっぷりに、ロマンティックに語る生物学の講義。

若い読者に贈る美しい生物学講義
更科  功　ダイヤモンド社

講師／対馬  初音氏
プロフィール／東京都で小学校司書として勤務するとともに、ボラン
　ティア・司書・教員などを対象にした、読み聞かせやブックトーク
　など読書教育に関する講演・研修活動に取り組んでいます。
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◆サービスデー
●第 3日曜日『家庭の日』は小学生 200 円割引
　→ 1月 19 日（日）、2月 16 日（日）
●毎月 26日は風呂の日☆ダブルポイント
　→ 1月 26 日（日）、2月 26 日（水）

◆イベント情報
●お正月特別サービス
　お正月にご来館のお客さまに甘酒を無料でサービスします。
日にち／ 1 月 2 日（木）、3日（金）
●当てくじ
　お子さんから大人の方まで喜ばれる商品をご用意し
ています。
日にち／ 1 月 5 日（日）まで
場所／城の湯温泉センター受付
参加費／ 1 回 200 円　※無くなり次第終了

【年始の営業および休館について】
 ・1月 1日（祝・水）は、お休みです。
 ・1月 2日（木）より通常営業いたします。

◆運動教室 ～皆さまのご参加をお待ちしております～
場所／城の湯温泉センター  研修室
申込方法／城の湯温泉センターに直接、または電話で
　お申し込みください。
参加費／ 1 回 500 円
定員／各回 12 人（空きがあれば当日受付可）
※詳細は、城の湯温泉センターにお問い合わせください。
● 3B体操教室（講師：田中　美知子先生）
日時／ 1 月 10・24 日（金）、2月 14・28 日（金）
　　　各回 10：30 ～
●初心者ピラティス（講師：藤田　明湖先生）
日時／ 1 月 8・15・22・29 日（水）
　　　 2 月 5・12・19・26 日（水）
　　　各回 10：30 ～（中級者クラス）
　　　　　 11：40 ～（初心者クラス）
　　　※ 1月 15 日は、ふれあい館で行います。
●初心者ヨガ教室（講師：八木沢　里美先生）
日時／ 1 月 8・15・22・29 日（水）
　　　 2 月 5・12・19・26 日（水）
　　　※ 1月 15 日は、ふれあい館で行います。

◆新年粗品無料配布
　「旬鮮やいた」より新年のご挨拶として粗品を進呈
します。
日時／ 1 月 12 日（日）8：30 ～  ※無くなり次第終了
場所／旬鮮やいた内

◆いちごフェア
　「旬鮮やいた」にて 1,000 円以上お買い上げのお客
さまにいちご試食パックを進呈します。
日時／ 1 月 26 日（日）8：30 ～  ※無くなり次第終了
場所／旬鮮やいた内

◆生産者募集
　市内で野菜を生産している方「旬鮮やいた」に商品
を出荷してみませんか？
入会費／無料　
事務手数料／年 2,500 円
問い合わせ／旬鮮やいた　☎（４３）１０００

◆定休日
●旬鮮やいた…休まず営業いたします。
●つつじ亭…休まず営業いたします。
●エコモデルハウス…毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）
※駐車場・トイレは 24時間使用可能
※旬鮮やいた・つつじ亭・エコモデルハウスは、
　 1 月 3日（金）まで、お休みです。

HP

お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。お気おお気お気お気軽におおお問おお 合合合合合わせわせわせわせわせくだくだくだくだださささささ おおおおお見積りはりはりはりはは無料ですす

　主な営業内容
 ・プロパンガス及び電力販売
 ・ガス工事　 ・上下水道工事　・オール電化工事
 ・ガス機器、石油機器、エネファーム、太陽光発電
 ・リフォーム工事（システムバス、システムキッチン、トイレなど）

地域密着で113年
今年も宜しくお願い申し上げます




