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開館時間／ 9：00 〜 19：00
休館日／ 9 月 2・9・30 日（月）
10 月 7・21日
（月）
・28 日
（月）
〜 31日
（木）
貸出点数／全 15 点 貸出期間／ 2 週間
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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。
問い合わせ／図書館 ☎（４３）５６６１
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）

◆映画会

作品／「弟の夫」
小学生の娘を男手ひとつで育てる弥一のもとに、あ
る日突然カナダ人のマイクが訪ねてくる。弥一には双
子の弟がいたがカナダへ移住し、交流が途絶えていた。
その弟が亡くなったという。そして、マイクは弟の「夫」
だった…。
日時／
9 月 28 日（土）14：00 〜 16：30（開場 13：30）
場所／図書館 2 階 視聴覚室 ※入場無料
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◆読書感想画展
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夏休みに皆さんからご応募いただいた読書感想画
を展示します。個性豊かな作品をお楽しみください。
日時／ 9 月 21 日（土）〜 10 月 20 日（日）
※最終日は 15：00 まで
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◆新着図書
【一般書】

★今月のオススメ

【児童書】

★今月のオススメ

もう少し浄瑠璃を読もう

「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと

橋本治 新潮社

高橋うらら 講談社
目の不自由な人、車いすの人、赤ちゃ
んを連れた人…。さまざまな人たちに対
するお手伝いの仕方を、わかりやすく解説。

ぶっ飛んだ設定、複雑なドラマの中に
息づく愛おしい人間達…。日本人よ、浄
瑠璃に帰ろう！「小栗判官」など 8 作品
をガイドする。

山の神々
日本の乗用車図鑑
成田空港のひみつ
最高のラジオ体操
氷獄

太陽ってどんな星？
はたらく細胞人体のふしぎ図鑑
おばけとしょかん
あなたがおとなになったとき
うれしいおいしいはんぶんこ

坂本大三郎
秋本俊二
青山敏彦
海堂尊
ほか

宮原ひろ子
斉藤洋
湯本香樹実
宮野聡子
ほか
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◆「切り花」「おはぎ」販売会

◆木工教室「子ども机をつくろう！」

お彼岸の「切り花」
「おはぎ」を販売します。
日時／ 9 月 19 日（木）〜 26 日（木）
※おはぎは 20 日（金）より販売します。
※各日、無くなり次第終了
場所／旬鮮やいた内

◆お米のすくい取り大会
道の駅やいたにて 1,000 円以上お買い上げの方に参
加チケットを進呈します。おいしい矢板のお米をぜひ
ご賞味ください。
日時／ 9 月 22 日（日）8：30 〜 ※無くなり次第終了
場所／農産物直売所前軒下

日時／ 9 月 22 日（日）10：00 〜 12：00
場所／エコモデルハウス
定員／小学生 10 人程度 ※先着順
参加費／
1,200 円（材料費、保険料、ソフトクリーム代など）
保護者は 200 円（保険料、ソフトクリーム代など）
申込方法／エコモデルハウス ☎（４０）０６６１に
直接、または電話でお申し込みください。

◆定休日

※駐車場・トイレは 24 時間使用可能

●旬鮮やいた…休まず営業いたします。
つつじ亭…9 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）

文芸 俳句

小野崎典子

五味 しづ江 選

雲の峰フォークダンスの手のやはし

︵評︶真白な入道雲と中七の軽快感が意外な組み合わせで若さが
でている︒

菊地 壽一

渡辺 和子

︵評︶
﹁どの子にも母は美くし月の暈﹂という言い方もある︒郷愁か

どの子にも母美しく月の暈

古代ハス雨風に耐へ凛と咲き

︵評︶最近あちこちで開花している︒カタカナでなく﹁古代蓮﹂と

和地由紀子

漢字がいい︒ここに作者の感動も入れて﹁極楽はかくの如くや
古代蓮﹂

馬鈴薯の腐敗気にやむ長い梅雨

紀子

︵評︶馬鈴薯だと十月頃の季語になるので﹁新じゃがの畑に残り
しを憂ふ雨﹂梅雨をいれたいが季重ねになってしまうので⁝

笹舘

忠雄

︵評︶さぼてんは月下美人のことと思う︒夜遅く咲いて一夜でし

仙人掌や未だ見ぬうちに萎むかな

飯島

敏子

ぼむのできれいな花になかなか会えないという作者の気持ち
はよく解かる︒

草刈りの音が響いて初夏だより

横塚

玲子

︵評︶
﹁草刈り﹂
﹁初夏だより﹂と季重なりになるので﹁夏そこに

篠原

和枝

近づいてくる草刈り機﹂
﹁夏そこに﹂で一度切る︒中七以下が
草刈り機を操作しながら近づいてくる人とすっきりした道路に

夏が感じられる︒機械で季語を逃げた︒

わが犬も我も雷苦手なり

︵評︶愛犬も我も苦手や雷走る

たんぽぽの汁にぎりしめ子のねむる

解り難い︒

小澤

︵評︶小さい児は突然夢の世界に入る︒情景がいいのだが﹁汁﹂が

雷鳴や梅の実おどる鍋の中

章

︵評︶中七以下が面白いのだが踊る理由が明快でない︒ジャムな
のかな？

大谷

𠮷澤 実

︵評︶﹁泥土の巣に燕の子だくさん﹂
色々盛り過ぎなので省略しました︒

つばくろもどのお運んで子だくさん

待ちこがれ後の藪入り日々を消す

その日を待っている気持ちの表現なのだが難しいです︒

︵評︶
大変難しい句︒昔奉公人制度で年２回の休みを藪入りと言った︒
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◆サービスデー

◆運動教室 〜皆さまのご参加をお待ちしております〜

●第 3 日曜日『家庭の日』は小学生 200 円割引
→ 9 月 15 日（日）、10 月 20 日（日）
●毎月 26 日は風呂の日☆ダブルポイント
→ 9 月 26 日（木）、10 月 26 日（土）

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／ 9 月 13・27 日（金）
10 月 11・25 日（金） 各回 11：00 〜
●初心者ピラティス（講師：藤田 明湖先生）
日時／ 9 月 4・11・18・25 日（水）
10 月 2・9・16・23・30 日（水）
各回 10：30 〜（中級者クラス）
、
11：40 〜（初心者クラス）
※ 10 月 2 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／ 9 月 4・11・18・25 日（水）
10 月 2・16・23・30 日（水） 各回 13：30 〜
※ 10 月 2 日はふれあい館で行います。

◆イベント情報
●フットリンパ・小顔リンパ体験
日時／ 9 月 28 日（土）13：00 〜 15：30
場所／城の湯温泉センター 研修室Ａ
定員／ 5 人程度
参加費／フットリンパマッサージ
500 円
フェイシャル（泡パック） 1,000 円
フェイシャル（小顔パック） 2,000 円
●ハーブ湯（陳皮）
日時／ 9 月 23 日（祝・月）
場所／城の湯温泉センター 男女露天風呂
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11 月号
作品募集

種目／川柳 期限／ 9 月 20 日（金）＊必着 応募先／〒 329-2165 矢板市矢板 106-2 矢板市生涯学習課
※作品の前に「種目」
、作品の後に「氏名」をお書きください。その際、
「作品」
「氏名」にふりがなをお書きください。
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