
vol. 04
2022.07.01

HP LINE instagram
図書館だより

フェア一覧

6月の移動図書館スケジュール

不知火美術館・図書館

開館時間：

［図書館］9:00－21:00
［美術館］9:00－18:00
　　　　（土曜日は21:00）

電話番号：［図書館］0964-32-6211 
［美術館］0964-32-6222

宇城市立図書館 分館

〒869-0552宇城市不知火町高良 2352

10:00－18:00　月曜休館（祝日の場合はその翌日）

［豊野分館］〒861-4392  宇城市豊野町糸石 3516-1
tel. 0964-45-3205

［三角分館］

［小川分館］

〒869-3205  宇城市三角町波多219-1
tel. 0964-53-1849

〒869-0624  宇城市小川町江頭80（小川総合文化センター内）
tel. 0964-43-5111

開館時間：

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

［5日・19日］
14:30  古氷団地
15:30  戸馳保育園
16:20  青海保育園 ［13日・27日］

10:30  ひまわり保育園
14:00  老人ホームきらら
14:40  松橋保育園
15:25  街なか図書館
　　    （濱まち）

［ 1日・15日］
10:30  河江保育園
14:30  JA海東出張所

［ 8日・22日］
14:20  豊福公民館
14:50  両仲間団地
16:00  豊野保育園

［7日・21日］
10:30  まがの保育園

［6日・20日］
10:30  松橋保育園

［14日・28日］
15:30  大空保育園

［12日・26日］
10:30  豊川保育園

おすすめ本紹介 新着図書案内

ある暑い夏の日、真っ赤なトマトさんは小川に
泳ぎに行きたくなったのですが、体が重たいので
転がることができません。むしたちやとかげたちが、
みんなで転がしてあげようと踏ん張っていると…。
ド迫力のトマトさんの表情が魅力の夏にぴったり
な1冊です。

スイーツフェスティバル開催！

Pick up News

ワッフル、パフェ。クレープにチーズケーキ。何と言っ
ても夏はアイス！熊本県内の人気店が宇城に集結
します。今が旬のシャインマスカットを使ったスイーツ
もあります。お気軽にお立ち寄りください！

スイーツフェスティバル 
in 不知火美術館・図書館
7/31（日） 13:00－17:00
館前広場／自由参加

「子どもと環境問題」研究会／著
メイツ出版
2022年5月発行

『今日は、
これをしました。』
群 ようこ／著
集英社
2022年5月発行

『みんなが知りたい！
プラスチックとごみ問題』

『トマトさん』
田中 清代／著　福音館書店　2006年7月発行

豊野分館

熱中症・夏バテなど、体にとっ
てはつらいこともある梅雨や
夏。本を通して暑さを乗り切る
ヒントを探しませんか？

暑さに負けないで
［6/1（水）ー7/31（日）］

あなたにとって「家族」とは
どんな存在ですか。さまざま
な家族のあり方をみつめ直
してはいかがでしょうか。

本のむこうに家族がある
［6/1（水）ー7/31（日）］

こども絵本のいえ

海行く？川行く？そうだ！
キャンプに行こう。
虫を探そう、星を見よう。
明日もきっと楽しくなるよ。

あそぶ    なつ
［6/1（水）ー7/31（日）］

本館児童

何かをつくりたいと思っていて
も、カタチにするのは難しい。
まずは自分の気持ちをカタチ
にしてみませんか？

つくる【作る 創る 造る】
［6/1（水）ー7/31（日）］

本館一般

三角分館

小川分館

絵本の中で過ごす雨の日は
なんだか楽しそう。そして雨
があがったら、お待ちかねの
夏の到来です。

雨のち夏のはじまり
［6/1（水）ー7/31（日）］

６月、７月といえば雨模様。
本を通して、お家時間を
有効活用してみませんか？

おうち時間の
過ごし方
［6/1（水）ー7/31（日）］



本館（こども絵本のいえ）

0歳～2歳向け

7/6・20（毎月第1・3水曜）
10:30－11:00

3歳～6歳向け

7/3・17（毎月第1・3日曜）
15:00－15:30

6歳～8歳向け

7/10・24・31（毎月第2・4・5日曜）
15:00－15:30

赤ちゃんおはなし会

＊7/3はたなばたおはなし会
小川分館

0歳～2歳向け

7/13（毎月第2水曜）
14:00－14:30

三角分館

0歳～6歳向け

7/2・9・16・23（毎月第1－4土曜）
14:00－14:30

豊野分館

0歳～6歳向け

7/9・16・23（毎月第2・3・4土曜）
10:30－11:00

0歳～6歳向け

7/10・24（毎月第2・4日曜）
14:00－14:30

おひざだっこのおはなし会

おはなし会 図書館スタッフによるおはなし会です。0歳からご参加いただけます。

●イベントのお申込みは、美術館・図書館カウンターもしくはお電話で受け付けています。イベントによって、受付場所や受付
方法が異なりますので、ご注意ください。 定員に達し次第受付終了です。 ●イベントの内容は、予告なく変更する場合があります。  
●有料イベントについて参加費・材料費の返金は一切ございません。 ●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場制限を
設ける場合がございます。イベントへ参加いただく際は、マスクの着用、検温、アルコール消毒にご協力ください。

風船を使ってみんなで色んな形の作品を作って遊び
ましょう。出来上がった作品で、こども絵本のいえ
を飾りつけします。

バルーン遊び 風船で
こども絵本のいえを飾り付けよう！

7/16（土） 14:00－15:00
こども絵本のいえ／無料
自由参加

帽子屋さんをはじめ様々なお店が集まります。ワーク
ショップもあり。
主催：株式会社フラミンゴ

hello 夏マルシェ
inside 不知火美術館
7/1（金）－7/3（日）
9:00－17:00
美術館アトリエ（大）／無料
自由参加

高校生が企画したウエディングドレスのファッションショーを開催します。コロ
ナで結婚式ができなかった方、日々頑張っているお母さんたちへのプレゼント
です。
主催：熊本宇城高校生プロジェクト

UGC ～宇城ガールズコレクション～

高校生が企画した屋外マル
シェを開催します。
主催：高校生マルシェ

7/23（土）
14:00－15:00
不知火美術館 展示室／無料／自由参加

フレフレ マルシェ
7/23（火）・7/24（日）
10:00－15:00
館前広場／自由参加

七夕にちなんだ読み聞かせとレクリエーションを開催
します。

たなばた
おはなし会
7/3（日） 
15:00－16:00
こども絵本のいえ／無料
自由参加

知育玩具・マグフォーマーを使って親子で楽しみます。
受付：こども絵本のいえにて参加券配布
          （7/9分は7/1～受付、7/30分は7/15～受付）

マグフォーマーで
遊んでみよう！
7/9（土）・7/30（土）
14:00－15:00
こども絵本のいえ／無料
参加券配布

7/28（木）
19:00－20:00
カフェエリア／定員：10名
参加費：1,000円

body create room Laughの裕美先生によるヨガ
教室を開催します。
受付：7/15～美術館カウンターにて受付

夜の図書館で
ヨガ教室

7/26（火）－7/31（日）
9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

コロナ禍で活動や展示する機会がなかった高校の
美術部や書道部による展覧会を開催します。
主催：熊本宇城高校生プロジェクト

Art Dream Box
7/20（火）－7/24（日）
9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

2020年から突如天啓を受けたようにクレパス画を
始めたKINJIこと小林欣治さんが描く不思議な世界
の作品を展示します。会期中ギター演奏会も予定。

芸術は爆発だ、
KINJIも爆発
7/5（火）－7/10（日）
9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

宇城市内にある特別支援学校3校と近隣の幼稚園・
小学校・中学校の作品展を開催します。

第20回 宇城市特別
支援学校合同作品展
7/12（火）－7/18（日）
9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

松井寛さん（全日本写真連盟西部本部委員長）と千住
みどりさん（内科・心療内科医、医学博士）がそれぞれ
写真集を出版した記念巡回展の最終回です。

松井寛・千住みどり出版記念
巡回展 Pale 響 orange
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