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9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：

おすすめ本紹介 新着図書案内

美術館企画展 「かなたをよむ：海と空のあいだの P」開催中！

豊野分館

暑い夏を乗り切るアイデアを
図書館で探そう！ 旅行やレ
ジャー、おうち時間を快適に
過ごすための本を集めました。

夏の楽しみ方教えます
［8/1（月）ー9/30（金）］

こども絵本のいえ

人々は星空を見上げながら、
たくさんの物語をつくってき
ました。星空への旅をいま、
始めましょう！

星空への旅
［8/1（月）ー9/30（金）］

本館児童

疲れが溜まり、心が晴れない
あなたに…。ココロとカラダが
和らぐ本を集めました。

ココロとカラダを
整える
［8/1（月）ー9/30（金）］

本館一般

三角分館

小川分館

トンカン ジャージャー
ポッコポコ
えほんからは どんな音が
きこえてくるかな

耳をすませてみよう
［8/1（月）ー9/30（金）］

365日、毎日記念日が存在し
ています。8月、９月にはどん
な記念日があるでしょうか？

忙しく過ごす日々のなかでは、
肌や心に疲れがたまりがち。
“自分に優しく新しい習慣づく
り”をしてみませんか。

みつける
［8/1（月）ー9/30（金）］

今日は何の日？ 
ー8月、9月の記念日ー
［8/1（月）ー9/30（金）］

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

［6日・20日］
14:30  古氷団地
15:30  戸馳保育園
16:20  青海保育園 ［14日・28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）

［ 2日・16日］
10:30  河江保育園
14:30  JA海東出張所

［ 9日］
14:20  豊福公民館
14:50  両仲間団地
16:00  豊野保育園

［1日・15日］
10:30  まがの保育園

［7日・21日］
10:30  松橋保育園

［8日・22日］
15:30  大空保育園

［13日・27日］
10:30  豊川保育園

不思議な豆を食べると、あしがにょきにょき伸び
始めました。
「どうして足がのびるの」
そんなことを考える間もなく、足はどんどんのびて
いく。家を飛び出し、森をぬけて、一体どこまで
のびていく？トンネルをくぐると、そこはなんと
恐竜時代。ちょっとヘンだけどユーモアたっぷりな、
あしにょきにょきシリーズの一冊です。

サリー・ガードナー／著
リディア・コーリー／絵
中井はるの／訳
ポプラ社　2022年7月発行

『砂糖の日本史』

江後迪子／著
同成社
2022年7月発行

『海のこびとと
ひみつの島』

『あしにょきにょきと
きょうりゅう』

深見春夫／著
岩崎書店
2018年9月発行

8月13日より美術館で始まった、現代アーティ
スト中野裕介／パラモデル「かなたをよむ：海と
空のあいだのP」展。巨大な“本”が空間を埋め
尽くし、不知火海や熊本にまつわる書籍や芸能
から引用された言葉の断片が踊るように投影さ
れています。まるで本の宇宙に迷い込んだよう
な不思議な空間！思索に耽ったり、見る場所に
よって変わる風景を楽しんだり。
館内に張り巡らされた青いレールの「道」を辿る
と、身近なおもちゃを使った自由な発想の作品
が！館内を探索しながら楽しんでください。
【10月15日まで、詳細は中面をご確認ください】



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。

　　9EVENT INFORMATION 2022.

感染症拡大防止のため、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。

本館（こども絵本のいえ）

0歳～2歳向け

9/7・21（毎月第1・3水曜）
10:30－11:00

3歳～6歳向け

9/4・18（毎月第1・3日曜）
15:00－15:30

6歳～8歳向け

9/11・25（毎月第2・4・5日曜）
15:00－15:30

赤ちゃんおはなし会

小川分館

0歳～2歳向け

9/14（毎月第2水曜）
14:00－14:30

三角分館

0歳～6歳向け

9/3・10・17・24（毎月第1－4土曜）
14:00－14:30

豊野分館

0歳～6歳向け

9/10・17・24（毎月第2・3・4土曜）
10:30－11:00

0歳～6歳向け

9/11・25（毎月第2・4日曜）
14:00－14:30

おひざだっこのおはなし会敬老の日 日頃の感謝をこめて
絵ハガキをおくろう
9/19（月祝） 10:00－16:00
こども絵本のいえ／無料

9/22（木）
18:00－19:00
芝生広場／定員：10名／1,000円
講師：Body create room Laugh 裕美先生

今月から芝生広場でヨガ
教室を開催します。
晴れだった場合は、当日
9時からさらに10名の
参加を受け付けます。 イベント参加方法

イベントのお申込みは、美術館・図書館・こども絵本のいえの各カウンターまたはお電話（0964-32-6211）にて承ります。
※ 有料イベントのお支払いは、美術館カウンターにてお願いいたします。 ※ 有料イベントの参加費・材料費の払い戻しはいたしかねます。
※ 受付場所や方法が異なる場合は各イベント詳細に記載しております。 ※ 定員に達し次第受付終了です。 

夜の図書館でヨガ教室

展示空間の中での琵琶奏者による語り物のライヴ
演奏と、文学者・アーティストによる、熊本の文学の
地層を探るようなトークを開催します。

 〈美術館企画展関連イベント〉

かなたをきく・かたる
9/11（日） 14:00－16:00
展示室・カフェエリア／無料／事前予約制／出演：後藤幸浩
（正派薩摩琵琶）、兵藤裕己（日本中世文学・芸能論）、西成彦
（比較文学）、中野裕介／パラモデル

文学と美術の間で思考する現代アーティスト中野裕介
／パラモデルの個展。石牟礼道子や肥後琵琶の語りを
導き手に、読書体験を変化させる新感覚の展示です。
 

 〈美術館企画展〉 中野裕介／パラモデル

かなたをよむ：海と空のあいだのP
Perceiving PARATOPIA Between the Sea & Sky

8/13（土）－10/15（土） 美術館開館時間に準ずる
不知火美術館 展示室
一般300円・高大生200円・中学生以下無料

プログラミングの導入編です。
親子で体験してみましょう！

かいけつゾロリがやって来る！
リニューアルした不知火美術館・図書館を背景に、
ゾロリと記念撮影ができます。

かいけつゾロリがやって来る！
ゾロリと一緒に記念撮影をしよう
9/10（土）・11（日） 
①11:00－ ②13:00－ ③14:00－（各回30分）
こども絵本のいえ／定員：各回30組／無料

かいけつゾロリ©原ゆたか／ポプラ社

立体感覚、図形感覚を
養う知育玩具・マグフォー
マーを使って親子で楽し
みます。

敬老の日におじいちゃん
おばあちゃんへ感謝の気
持ちを込めて、絵ハガキ
をおくりませんか？

マグフォーマーで遊んでみよう！
9/3（土）・24（土）
14:00－15:00
こども絵本のいえ／定員：各日5組
無料

9/13（火）
10:00－10:30
こども絵本のいえ／定員：5組／500円
講師：おとなり音楽教室

生後3か月～12か月の赤
ちゃんを対象にリトミック
を行います。お子様との
スキンシップの場として
ぜひお越しください。

ベビーリトミック

ペーパークラフトでかわいい動物
をつくってみましょう！

ペーパークラフトで
動物をつくろう
9/23（金祝） 
14:00－16:00
こども絵本のいえ／定員：10組／無料

親子でプログラミング体験
自分で書いた虫を動かしてみよう
9/24（土）10:00－11:30
アトリエ（大）／定員：10組／500円
講師：ビスケットユーザー会員　嶽本先生

［9/3 回］8/15（月）～
［9/24回］9/1（木）～ 9/1（木）～

9/1（木）～ 9/1（木）～

9/1（木）～
不要

9/1（木）～

申込

申込

申込 申込

申込

申込

申込


