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《新着資料紹介》 

一般書 

「ローカル線で行こう！」      真保 裕一 

「蜂蜜秘密」            小路 幸也 

「切に生きる」           瀬戸内寂聴 

「学び続ける力」          池上 彰 

「新しい国へ 美しい国へ完全版        安倍 晋三 

「ひとたまりもない日本」      藤巻 健史 

「一瞬に生きる」          小久保裕紀 

「かわいく伝える！ふせん切り紙」  いしかわ☆まりこ 

児童書 

「ぼく、仮面ライダーになる！ウィザード編」 のぶみ 

「あいうえおかしなどうぶつえん」    たごもりのりこ         

「セン恋。国語の先生 めぐりあいて恋紫」 七輝 翼 

その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○県民の森を彩る華麗な桜たち（写真展） 

３月１日(金)11:30～３月１５日(金)15:00 

○あいら写友会写真展示会 

３月１６日(土)11:30～３月３０日(土)15:00  
※ふれあいプラザの利用を希望される方は、 

遠慮なく職員までご相談ください。 

 

《延滞している本はありませんか？ 

        ～延滞対策のお知らせ～》 
３月１日（金）から、貸出期限を２週間以上過ぎ

た資料をお持ちの方は、その資料が全部返却される

までは貸出ができなくなります。より多くの方が図

書館の資料を利用できるよう、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

なお、借りた資料は姶良市の図書館・図書室であ

ればどこでも返却できます。 

 

 

 

 

 

《４月２日から 

「おサイフケータイ®」機能の付いた 

携帯電話での貸出サービスが始まります！》 

 「おサイフケータイ®」機能の付いた携帯電話をお持 

ちの方は、事前に登録しておくことで、携帯電話を 

利用者カードの代わりにご利用いただけます。 

＜登録手続き及び利用方法＞ 

１ 登録手続きのできる図書館は次のとおりです。 

  ・中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 

２ ４月２日から開始します。 

３ 図書館カウンターに利用申込書を提出してくださ 

い。 

※持参するもの  

①図書館利用者カード 

②住所・氏名・生年月日が確認できる証明書 

（運転免許証・学生証・保険証・住基カード等） 

③おサイフケータイ®機能のついた本人の携帯電話 

４ 手続きを済まされた方は、貸し出しの際カウンタ 

ーで携帯電話を機械にかざして下さい。従来どおり 

利用者カードでの貸し出しもできます。  

５ 移動図書館車での利用はできません。 

 

《姶良公民館図書室 休室のお知らせ》 
これまでご利用いただいていました姶良公 

民館図書室は、公民館の大規模改修工事に伴い、 

３月３０日（土）から休室いたします。中央図書館または

他の市立図書館・図書室をご利用ください。 

 

《地区公民館図書室 資料整理のお知らせ》 
姶良公民館図書室休室に伴い、地区公民館図書室の資料

整理をおこないます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけい

たしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

○期間 平成２５年２月１５日～平成２５年４月３０日 

※期間中は、一部の資料が貸出できなくなります。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

３月８日（金）、４月１２日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ３月２日(土)、３月１６日（土） 

４月６日(土)、４月２０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/ 
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「おサイフケータイ®」機能の付いた 
携帯電話での貸出サービスが始まります！》 
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  平成２５年３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 

３月２日（土）【アンナ・クリスティ】＜再上映＞ 

（１９３０年／アメリカ／１時間１９分／モノクロ） 

３月６日（水）・９日（土） 

【夢 ＤＲＥＡＭＳ】 

・監督、黒沢明が見た“夢”をモチーフに、スピルバー

グとともに、二人の天才が紡ぐ“夢”の世界。「日照り

雨」「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨

士」「鬼哭」「水車のある村」の 8 話からなるオム

ニバス。 

出演： 寺尾聡 マーチン・スコセッシ 倍賞美津子 

（1990年/日本/２時間/カラー/字幕） 

３月１３日（水）・１６日（土） 

【裸の大将放浪記 －山下清物語－】 

・山下清は、少年時代、八幡学園という特別学校に

通い、そこで『貼絵』をはじめました。18 歳の頃、

突然、学園から姿を消して渡り鳥のように全国を歩

き廻りました。放浪の天才画家として、多くの人々

に愛され親しまれた山下清の生涯を感動と溢れる

ユーモアで描いています。 

出演：芦屋雁之助 牟田悌三 江戸家猫八[3 代目] 

（１９８１年／日本／２時間／カラー） 

３月２７日（水）・３０日（土） 

【カサブランカ】 

・戦時下のカサブランカで酒場を営むリックは、別れ

た恋人イルザと再会する。イルザはレジスタンスの夫

の亡命を献身的に助ける一方、リックへの思いを止

めることができない。運命に翻弄されながらも、変わら

ぬ愛を確かめ合う二人。だが、つかの間に幸せに、リ

ックは自らの手で結末をつけた…。 

出演：ハンフリー・ボガート イングリッド・バ

ーグマン ポール・ヘンリード 

（1943年／アメリカ／1時間 43分／モノクロ／字幕） 
 

《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 

３月２日（土） 

【まんが世界昔ばなし】                             

「三色すみれ」「スーホーの白い馬」   （22分） 

３月３日（日） 

【椋鳩十野生のさけび】 

「犬塚」「森の友だち」         （49分） 

３月９日（土） 

【にじいろのさかな ～ゆうじょう編～】 

「にじいろのさかな」 

「にじいろのさかなしましまをたすける」 （40分） 

３月１０日（日） 

【稲むらの火】 

・村の高台に住む庄屋の五兵衛は、地震の揺れを感

じたあと、海水が沖合へ退いていくのを見て、津波

が来ると気付く。村人たちに危険を知らせるため、

五兵衛は自分の田にある刈り取ったばかりの稲の

束（稲むら）に松明で火をつけた。   （16分） 

３月１６日（土） 

【ジャングル大帝】 

「誕生」               （24分） 

３月１７日（日） 

【スプーンおばさん】 

「ラブラブ腹話術」「雪だるまスキー学校」 

「ドンの家出」            （30分） 

３月２３日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ご亭主びっくり大ぎょうてん」 

「ミッケルの失敗」「のら猫ジャック」  （30分） 

３月２４日（日） 

【素敵で小さなお話】 

「キズついたオオカミと少女」 

「フランスのモグラとイギリスのモグラ」 

「気球にのった腹ぺこワニとカエル」  （40分） 

３月３０日（土） 

【星の王子さま】 

・エンジンが故障して、サハラ砂漠に飛行機が不時

着しました。パイロットが寝ていると、男の子の声

が聞こえてきました。その男の子はよその星からや

ってきた「星の王子さま」だったのです。 （30分） 

３月３１日（日） 

【ウルトラセブン】 

・第２２話「人間牧場」 

・第２３話「明日を捜せ」       （50分） 
 

   ※視聴は無料です。 


