
令和 3年 1月号22

開館時間／ 9：00 ～ 19：00
休館日／
　1月1日（祝・金）～ 4日（月）、18・25日（月）
　2月 1・8・15・22 日（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／「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with コズミック
　　　フロント☆NEXT 土星の段◆宇宙の果ての段」
　ときは戦国時代。一流の忍者になるため日々勉強中
の乱太郎・きり丸・しんべヱの仲よし 3人組は、ある日、
ひょんなことから宇宙の大冒険に出発する。
日時／ 1月23日（土）14：00～15：00（開場13：30）
※途中休憩含む
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／ 1 月 5 日（火）～ 2月 7日（日）

◆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 5 日（火）～ 1月末

昨年はコロナ禍の中、臨時休館や利用制限などで

利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしました。

お詫びを申し上げるとともに、

皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

本年も引き続き、利用制限を設けさせていただき

ますのでよろしくお願いいたします。

・マスクの着用をお願いいたします。

・手指消毒の励行にご協力ください。

・館内は随時換気を行っておりますので、

暖かい服装でお越しください。

す。

【児童書】　　　　　★今月のオススメ

モヤモヤしている女の子のための読書案内　　　　堀越英美
パイロットの一日　　　　　　　　  WILL こども知育研究所
イッカボッグ　　　　　　　　　　　　　　 J.K. ローリング
くらやみきんしの国　　　　 エミリー・ハワース=ブース
十二支のお雑煮　　　　　　　　　　　　　　　　　川端誠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

◆新着図書
【一般書】　　　　　★今月のオススメ

鎌田實の人生図書館　　　　　　　　　　　　　　　鎌田實
人類前史  上・下　　　　　　　　　  グラハム・ハンコック
禍いの科学　　　　　　　　　　　 ポール・A. オフィット
基礎からわかるおいしいオウトウ栽培　　富田晃、米野智弥
美麗島プリズム紀行　　　　　　　　　　　　　　乃南アサ

など

　リモートワークの基本から時間の使い方、オン
ライン会議のコツ、気分転換＆健康管理法までを、
多数の事例とともに紹介する。

リモートワーク大全
壽かおり　ポプラ社

　ママを亡くした男の子。ゴリラが現れて、そっ
と寄り添います。大切な人を失う悲しみを丸ごと
抱きしめる絵本。

悲しみのゴリラ
ジャッキー・アズーア・クレイマー　クレヨンハウス

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雪と遊んで、動物の足跡を探そう！
　スノーシューで雪原をハイキング
日時／ 1 月 17 日（日）
　　　 9：30 山の駅たかはら集合　14：00 解散予定
定員／ 15 人程度　＊先着順
参加費／ 2,000 円　※スノーシューレンタル料込
②スノーシューで雪と遊ぼう！
　大間々林間コースを本格ハイキング
日時／ 2 月 7 日（日）
　　　 9：30 山の駅たかはら集合　14：00 解散予定
定員／ 15 人程度　＊先着順
参加費／ 2,000 円　※スノーシューレンタル料込

そのほか／
 ・昼食や飲み物は各自ご持参ください。
 ・各自防寒対策をお願いします。
 ・イベント内容は天候などにより変更することがあります。
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◆旬鮮やいたパートさん募集
　明るく元気で接客が好きな方、一緒に働きませんか？
時給／ 880 円（土・日・祝日　930 円）
勤務時間／ 8：00 ～ 18：30（2交代制）
内容／レジ打ち、店内整理、清掃
そのほか／委細は面談のうえ。
問い合わせ／旬鮮やいた　☎（４３）１０００

◆定休日
●旬鮮やいた … 年始以外休まず営業いたします。
●つつじ亭 … 1 月 20 日（水）
●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

◆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

HP

◆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 17 日（日）、2月 21 日（日）
●毎月 26日は風呂の日☆ダブルポイント
　→ 1月 26 日（火）、2月 26 日（金）

◆イベント情報
●当てくじ
お子さまから大人の方まで喜ばれる商品をご用意し

ています。
期間／ 1 月 4 日（月）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

◆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 10 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 8・22 日（金）
　　　 2月 12・26 日（金）各回 10：30 ～
●初心者ピラティス教室（講師：藤田  明湖先生）
日時／ 1 月 13・20・27（水）
　　　 2 月 3・10・17・24 日（水）
　　　 各回 10：30 ～（中級者クラス）
　　　　　  11：40 ～（初心者クラス）
●初心者ヨガ教室（講師：八木沢  里美先生）
日時／ 1 月 13・20・27 日（水）
　　　 2 月 3・10・17・24 日（水）各回 13：30 ～

開館時間／ 10：00 ～ 20：00
休館日／ 1月 18・25 日（月）、5・12・19 日（火）、6日（水）、1日（金）
　　　　 2 月 1・8・15・22 日（月）、2・16 日（火）
利用料／大人（中学生以上）500 円　65 歳以上・小学生 400 円
問い合わせ／城の湯温泉センター　☎（４４）１０１０

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

◆年始休業のお知らせ
●旬鮮やいた・つつじ亭・エコモデルハウス
1月1日（祝・金）～3日（日）まで、お休みです。


