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2013・第 67回「読書週間」 

本と旅する 本を旅する 

10／27 ～ 11／9 
 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「祈りの幕が下りる時」       東野 圭吾 

「認知症マネーまるわかりガイド」  相続･後見マネー塾 

「わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ」 

 ハーヴェイ・カープ 土屋 京子 訳  

「魚食ファイル」         大富 潤 

児童書 

「ほかほかぞうさん」       たてまつ  みさと 

「クシャラひめ」         やなせ たかし 

「災害
さいがい

に負けない
ま

防災
ぼうさい

ハンドブック」堀 清和 

その他、新着資料が入っています。 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 
 テーマ「大切な家族が認知症になったら」 
 ○日時 平成２５年１０月１２日（土） 

 ○時間 開場 午後１時  開演 午後１時３０分 

 ○場所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

 ○講師 （株）浪漫代表取締役  黒岩 尚文 氏 

 ○出演 「たけちゃん一座」～本日は晴天なり～ 

 

 ◎事前に申込みが必要です。定員先着８０名まで。 

 ◎９月２５日（水）から中央図書館で申込み（電話

可） 

※この講座は、「姶良市立図書館ふれあい講座」の第４

回講座を市民に公開して行うものです。 

※「姶良市立図書館ふれあい講座」（全６講座）の募集

は終了しています。 

 

 

 

《図書館フェスティバルのお知らせ》 
○日時 平成２５年１１月３日（日） 

 ○時間 午前９時 ～ 午後４時 

 ○場所 姶良市立中央図書館 

 読書週間での情報提供の場として、古本・雑誌無料配布、

おはなし会、人形劇、工作とたくさんのイベントを計画し

ています。皆さまのご来場をお待ちしております！ 

 
 

図書館フェスティバルにて、ビブリオバトルを開催します。

お気に入りの本を通じて人と交流しませんか？お気軽にご

参加ください。※観戦は自由です。 
○日時 １１月３日（日） １４時～１６時 

○場所 姶良市立中央図書館 １階研修室 

○募集人数 ２５名 

○募集期間 10 月１日（火）～10 月 31 日（木） 

○申込方法 中央図書館に申込む(窓口、電話、ＦＡＸ可) 

 中央図書館 電話 64-5600 FAX 64-5601 

ビブリオバトルとは？ 
  好きな本やおすすめの本を持ち寄ってひとり５分ずつ紹介 

します。全員が紹介したら、読みたくなった本に投票し、チャ 

ンプ本を決定します。 

 

  

○募集期間 １０月１日(火)～１０月３１日(木) 

○展示場所 姶良市立中央図書館 絵本コーナー 

○中央図書館、加治木図書館、蒲生図書室においてある応

募用紙を使って、「おもしろかった本、お気に入りの本」

を紹介してください。１１月３日（日）より、姶良市立中

央図書館 絵本コーナーに展示します。 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○遠矢乃芙の世界（水墨画展示） 

 10 月９日(水)10:00～10 月 23 日(水)17:00 

○「波涛を超えて」１マイル写真展 

10 月 25 日(金)10:00～10 月 31 日(木)18:00 

※ふれあいプラザを利用される方は、職員までご相談くだ

さい。※日程は変更になる場合もあります。 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       １０月                        １１月 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30  

15日 祝日振替休館日    24日 資料整理休館日        23日 祝日(勤労感謝の日)休館日   

        26日～12月 5日 特別整理期間 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１０月１１日(金）、１１月８日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 １０月５日(土)、１０月１９日(土) 

１１月１６日(土) 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

ビブリオバトル in姶良  参加者募集！！ 

読書郵便の募集！！ 

http://lib-aira.jp/


平成２５年１０月分 

《水曜名画座》 
☆日 時 毎週水曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～<再上映> 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

１０月２日（水）・５日（土） 

【いつか読書する日】 

・１人の男性を３０数年間想い続けている独身女

性，大場美奈子。想い人，高梨塊多とはあること

がきっかけで疎遠になったが，気持ちは変わって

いない。ある日，美奈子が気持ちを匿名で綴った

ハガキをラジオで読まれ，それを偶然，末期がん

に侵されていた高梨の妻に聞かれてしまう。 

出演：田中裕子 岸辺一徳 仁科亜希子 香川照之  

（２００４年/日本/２時間７分/カラー） 

１０月９日（水） 

【現金に手を出すな】 

・初老のギャング，マックスとリトンの二人はオ

イリー空港から金塊を盗み出す。それを知った麻

薬密売人のアンジェロを拉致して金塊を交換条

件にするがアンジェロの卑劣な仕打ちを知った

マックスは怒り，彼のマシンガンが火を吹く。 

出演：ジャン・ギャバン ジャンヌ・モロー 

（１９５４年／フランス／１時間３６分／モノクロ） 

１０月１６日（水）・１９日（土） 

【綾小路きみまろ 爆笑!エキサイトライブビデオ１】 

・中高年のアイドル、綾小路きみまろの腹の底から笑

えるライブ模様。 

出演：綾小路きみまろ  

（２００３年／日本／３１分／カラー） 

１０月２３日（水）・２６日（土） 

【第七の封印】 

・遠征に失敗した十字軍騎士が、人生に懐疑を抱

き諸国を遍歴する。宗教に解答を求める騎士の悲

壮な姿をドラマチックに描いた秀作。 

出演：マックス・フォン・シドー グンナール・

フィッシャー 

（１９５６年／スウェーデン／１時間３７分／モノクロ） 

１０月３０日（水）・１１月２日（土） 

【マトリックス リローデッド】 

・元凄腕ハッカーのネオは、マシン軍団に包囲さ

れた人類最後の都市ザイオンを救うため、超人力

を全開させる。反乱軍のリーダーであるモーフィ

アスは、救世主ネオが戦いに決着をつけてくれる

ことを疑わなかったが、ネオには葛藤があった。 

出演：キアヌ・リーブス ローレンス・フィッシ

ュバーン キャリー=アン・モス 

（２００３年／アメリカ／２時間１８分／カラー） 

《親子映画会》 
☆日 時 毎週土曜日 午後 ２時～ 

毎週日曜日 午前１１時～ 

午後 ２時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

１０月５日（土） 

【トムとジェリー】 

「ジェリー街へ行く」「あべこべ物語」「お掃除はこ

うするの」「西武の伊達ねずみ」     （30分） 

 

１０月６日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 34話 「蒸発都市」 

第 35話 「月世界の戦慄」       （50分） 

 

１０月１２日（土） 

 

ふれあい講座の為、水曜名画座再上映および 

親子映画会はありません。 

 

１０月１３日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう】 

「旅立ちのとうげ」           （25分） 

 

１０月１９日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ルウリィＳＯＳ」「勝負はまったなし」「とんでけ

風車」                （30分） 

 

１０月２０日（日） 

【薩摩義士 木曽川にいどむ】 

           （24分） 

 

１０月２６日（土） 

【ねぎぼうずのあさたろう】 

「出会いの宿場町」           （25分） 

 

１０月２７日（日） 

【スプーンおばさん】 

「おあずけ旅行」「ありがとうキャパ」「ガンバレ！

弱虫子リス」             （30分） 

 

 

 

※視聴は無料です。 


