図書館だより

美馬市立図書館
開館時間

☎ 53-9666

9:00～19:00

休 館 日 火曜日・毎月第3木曜日

このコーナーでは市内に在住する、発行月に満1歳の誕生日を迎える赤ちゃんの写真を掲載します。
ギター教室

とくしま藍の日
き ごう

海のプラスチックはどこから来る！？
Think Plastic

揮毫イベント「愛を込めて藍で書く」
四国大学書道パフォーマンスグループ｢悠
縁｣が 揮毫イベントを行います。沈 殿 藍 を
使用し、お好きな文字や言葉をその場で色
紙や半紙に書き上げ、プレゼントします。

申し込み方法

※持込可

□電話番号 □30字以内のコメント

【日時】 ７月 24 日（日） 14:00 -16:00
簡単なコードと基礎の練習をして、ギター
を楽しく弾こう♪初心者大歓迎です！
※事前申込要7/16～※ギターをお持ちの方
は持参してください。
【日時】 ７月 30 日（土） 14:00 -15:00
【場所】 図書館 おはなしのハコ
【講師】 三上 浩司 さん（美馬音楽教室）
【対象】 小学生以上
土砂災害や水害の危険性をわかりやすく伝

郵送・Eメール等で下記の必要事項を記入し写真を添えてお申し込みください。

□赤ちゃんの写真 □氏名（ふりがな）□性別 □生年月日 □住所 □保護者の氏名

※揮毫は図書館で準備した色紙・半紙に限
ります。私物の持ち込みはご遠慮ください。

親子で学べる防災パネル展

令和3 年8 月生まれの赤ちゃん大募集！

【定員】 先着５名

えるパネル展。期間中には楽しく学べる
「防

海のプラスチックはどこから来るの？どんな
ものがある？みんなでプラスチックごみにつ
いて考えよう！
！大谷川沿いを歩くフィールド
ワークもあります。※事前申込要7/16～
※帽子・ハンカチ・飲み物などを持って
きてください。

問い合わせ先

締め切り日

デジタルトランスフォーメーション推進課
〒777-8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地5
dxsuishin@mima.i-tokushima.jp

d 5 2 -1 717

デジタルトランス
フォーメーション推進課
（メール）

7 月 20 日（水）必着です。

【日時】 ７月 31 日（日）
①10:00 -12:00 ②14:00 -16:00
【場所】 図書館 おはなしのハコ
【講師】 黒川 剛史 さん
（うずしおクリーンアップ）

7/6

7/26

7/13

【定員】 各回先着 15 名
※幼児は保護者同伴

災クイズラリー」を実施！
【期間】 ７月 28 日
（木）～９月４日
（日）
【場所】 図書館 児童コーナー

コツをつかめば簡単！けん玉教室

楽しく学ぶ！MY定期講座
「あなたは大丈夫？フレイル予防」

【協力】 徳島県砂防・気候防災課
にし はら

みんなで完成させよう
「生きものあつまれ！モザイクアート」

イクアートを完成させよう！！どんな絵が浮か
び上がるかは完成してのお楽しみ♪

けん玉でいろんな技に挑戦してみよう！講師
のけん玉パフォーマンスもあります♪当日
は講師判定によるけん玉検定も実施します。

【場所】図書館エントランス
【対象】小学生以下

ぽん

今年もやります！
「図書館ガチャ本」
期間中、図書館での貸出１回につきスタンプ
を１つ押していきます。３つたまるとガチャ
ガチャができるよ♪本をいっぱい読んで、
プレゼントをもらおう！！

を起こしやすくなった状態が「フレイル」です。
フレイルから介護につながる危険信号を見逃

※事前申込要 7/23～※お持ちの方はけん玉
をお持ちください。
（貸しけん玉もあります）

シニア向けですが、興味のある方はどなたでも

②15:00-(大皿できるよクラス）

【場所】 図書館 おはなしのハコ

脇町

これからも笑顔いっぱい
元 気に育って ね ♥ 1 歳 お
めでとう！

7/27

7/30

【日時】 ８月５日（金）10:00 -11:30
【場所】 図書館 おはなしのハコ

【期間】 ７月 16 日
（土）～８月 31 日
（水）

【対象】 ５歳程度～

【定員】 先着 10 名程度

【対象】 小学生以下

【定員】 各回先着 10 名

【協力】 明治安田生命保険相互会社

※おはなし会、将棋サロン、出張図書館などの日程は、市民カレンダーをご確認ください。
※イベント情報の詳細は図書館公式 Facebook ページ、
インスタグラムで確認できます※このページに掲載されているイベントの参加費は無料です。
※感染症拡大防止のため、施設の利用制限やイベ
ントの中止・延期を行う場合があります。
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参加いただけます。※事前申込要 7/16 ～

【講師】 唐 渡 義 伯 さ ん（JKA２段、
GLOKEN エキスパート２級）

23

お誕生日おめでとう☆お
姉ちゃんと仲 良く元 気に
育ってね！

す

工藤 昴遥 ちゃん

さないための予防法を紹介します。

【講師】 明治安田生命保険相互会社
徳島支社チーフ・コンシェルジュ
新田 さおり氏

とわたり よしのり

脇町

加齢とともに心身の活力が低下し、健康障害

初心者から経験者まで、お待ちしています！

【日時】 ８月６日（土）
①13:30 -(大皿チャレンジクラス）

く どう

あさ くら はじめ

朝倉 肇 ちゃん

脇町

笑顔いっぱいの花音♪こ
れからもみんなで楽しく
過ごそうね☆

本を借りて
「生き物カード」をもらおう。
専用の台紙にカードを貼って、みんなでモザ

か のん

西原 花音 ちゃん

よこ

た

さ

はら

き

横田 早希 ちゃん

脇町

早 希ちゃんの 笑 顔 はやっ
ぱり金 メダ ル！お 誕 生 日
おめでとう。

りょう た ろう

原 涼太郎 ちゃん

脇町

１歳 の お 誕 生日お め でと
う！元気にすくすくと成長
してね♪
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