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施設からのお知らせ Public Facility Infomation

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）

図書館
開館時間／ 9：00 ～ 20：00
2月の休館日／6・13・20・27（月）
貸出点数／全 15 点　貸出期間／ 2週間
問い合わせ／図書館　☎（４３）５６６１

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／http://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。

「おーい！ごうくん、りんちゃん」

　手軽に健康を手に入れるコンビニ飯の食
べ方や理想の食べ合わせを紹介します。

　ポテトチップスサラダやレンジを使った
オムライスなど、火を使わないで作れるお
いしくてかんたんな料理を紹介します。

腸医が教える
こうすりゃ健康コンビニ飯
松生恒夫著　中央公論新社

知っていると役立つ「東洋思想」の授業　　　熊谷充晃
北方領土の基礎知識　　　　　　　石郷岡建・黒岩幸子
子育ち・子育て被ばくカットマニュアル　　　安斎育郎
石ノ森章太郎論　　　　　　　　　　　　　　山田夏樹
沈黙法廷　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木譲

ほか

円周率の謎を追う　　　　　　　　　　　　　　鳴海風
学校へいきたい！ 2　
宇宙を仕事にしよう！　　　　　　　　　　　　村沢譲
頭のいい子が育つクラシックの名曲世界に羽ばたく音楽の旅　新井鷗子
いとしの毛玉ちゃん　　　　　　　　　　　　　室井滋

ほか

火を使わないで作るごはん
寺西恵里子著　日東書院本社

 ◆新着図書
【一般書】　　　　★今月のオススメ 【児童書】　　　　★今月のオススメ

道の駅やいた
営業時間／旬鮮やいた 9：00 〜 17：00
     つつじ亭  レストラン11：00 〜16：00 軽⾷ 10：00 〜16：00
問い合わせ／道の駅やいた   ☎（４３）１０００  FAX（４０）０６６２
      HP http：//www.michinoeki-yaita.com/

◆つきたてお餅プレゼント・甘酒無料配布
　道の駅やいたで 1,000 円以上のお買い上げのお客様
先着 400 人につきたてお餅を 1パックプレゼントし
ます。また、甘酒の無料配布も同時開催します。
日時／ 1 月 9 日（祝・月）9：00 ～　
　　　※お餅・甘酒が無くなり次第終了
場所／道の駅やいた特設会場

◆イチゴフェア
　道の駅やいたで 1,000 円以上お買い上げのお客様先
着 400 人に、やいたブランド認証のおいしいイチゴ
を 1パックプレゼントします。
日時／ 1 月 22 日（日）9：00 ～
　　　※イチゴが無くなり次第終了
場所／道の駅やいた特設会場

◆定休日
●旬鮮やいた・つつじ亭…1月 25 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

城の湯温泉センター
開館時間／ 10：00 〜 21：00 2 ⽉の休館⽇／ 6・20 ⽇（⽉）
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
      ふれあい館 ☎（４３）２１１５

⼭の駅たかはら
12 ～ 3 月の営業時間／金・土・日・祝の 10：00 ～ 15：00
※ 4～ 11 月は定休日（4・7・9月の第 1・2・3水曜日）以外、
　毎日 9：00 ～ 16：00 で営業します。
問い合わせ／山の駅たかはら　☎（４３）１５１５

◆スノーシューハイキング
定員／
　各回 30 人　＊先着順
申込方法／
　電話でお申し込みください。
　（金・土・日・祝の 10：00 ～ 15：00）
そのほか／
 ・矢板駅、市役所発の無料送迎バスあります。
　出発時間など、詳しくは申込時にご確認ください。
 ・雪の状況によっては、中止になることもあります。

◆サービスデイ
●第 3日曜日『家庭の日』は小学生 200 円割引
　→ 1月 15 日（日）、2月 19 日（日）
●毎月 26日は風呂の日☆ダブルポイント
　→ 1月 26 日（木）、2月 26 日（日）

◆イベント情報
●当てくじ
　冬休みで遊びに来た時に、ぜひ遊んでください！
期間／ 1 月 9 日（祝・月）まで
場所／城の湯温泉センター受付
参加費／ 1 回 100 円
●小盆栽展
　丹精をこめて育てた見事な盆栽を展示します。
期間／ 1 月 11 日（水）～ 15 日（日）
場所／城の湯温泉センター研修室
●ハッピーバレンタイン！
　ご来館の男性のお客様に、日頃の感謝を ”ちょこっ
と ”込めて、チョコをプレゼント！
日時／ 2 月 14 日（火）10：00 ～
場所／城の湯温泉センター受付

◆運動教室～どうぞお気軽にご参加ください～
場所／
　温泉センター研修室、またはふれあい館ふれあいの間
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（税込）
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 13・27、2月 10・24 日（金）
　　　　各日 11：00 ～
●初心者ピラティス（講師：藤田　明湖先生）
　日時／ 1 月 4・11・18 日、2月 1・8・15 日（水）
　　　　各日 10：30 ～
●初心者ヨガ教室（講師：八木沢　里美先生）
　日時／ 1 月 12・19・26 日、2月 2・9・16・23 日（木）
　　　　各日 10：30 ～

【城の湯温泉センター改修工事・今後の予定について】
　城の湯温泉センター改修工事の実施により、利用者
の皆さまには、大変ご不便をお掛けしております。工
事の今後の予定について、お知らせします。
【今後の予定】
● 1号館工事完了予定日（1号館開放）：12月 28 日（水）
● 2号館工事開始予定日（2号館閉鎖）：1 月 6 日（金）

　左記内容については、あくまで予定となっておりま
すので、変更の可能性がございます。ご利用の際は、
城の湯温泉センターのホームページ等で、最新情報を
ご確認くださいますようお願いします。
http://www.yaita-onsen-shironoyu.jp/

 ◆映画会
作品／NO
　1988 年、南米チリ。軍事独裁に対する国際批判が
強まる中、政権の信任を問う国民投票が行われるこ
とに。投票までの 27 日間、反対派「NO」陣営に許
されたのは、深夜 15 分枠の “TV コマーシャル ” だけ
だった。
日時／ 1月 28日（土）14：00 ～ 16：00（開場 13：30 ～）
場所／図書館 2階 視聴覚室

◆おはなしフェスティバル
　人形劇・パネルシアター・エプロンシアターなど
楽しい催しが盛りだくさん。申込受付中です！
日時／ 1 月 29 日（日）10：00 ～ 11：30
場所／図書館 2階  視聴覚室
参加費／無料
申込方法／
　図書館カウンター、または電話でお申し込みください。

◆市民ギャラリー「竹田司一郎・侑加作品展」
期間／ 1 月 8 日（日）～ 2月 12 日（日）
　　　※最終日は 15：00 まで

農産物直売所組合員
　道の駅に農産物を出荷しませんか？一緒に道の駅を盛
り上げましょう！詳しくはお問い合わせください。
募集期間／ 1 月 31 日（火）まで
問い合わせ／農産物直売所組合　☎（４３）０８８１

募集

①親子におすすめ！
ネイチャーゲーム
＆雪原ハイキング

②星降る八方ヶ原で
ナイトシューハイ
キング＆ディナー

③健脚向け！
大間々林間コース
を本格ハイキング

日時
1 月 8 日（日）

山の駅に
10：00 集合
10：30 出発

2 月 10 日（金）
山の駅 16：00 集合
20：00 ディナー
21：00 解散予定

3月 5日（日）
山の駅に
9：00 集合
9：30 出発

参加費
2,500 円

（昼食代､スノーシュー
レンタル料含む）

3,500 円
（ディナー代､ スノー
シューレンタル料含む）

2,500 円
（スノーシューレン
タル料含む）

参考資料「もっと知りたい！十二支のひみつ」388 オオ




