生涯学習だより

生涯学習だより

〔開室時間〕 午前８時30分〜午後９時
〈休み：年末年始、蔵書点検期間〉
■ファガス図書室 八峰町八森字中浜196-1
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢20-1

0185-77-3700
0185-76-2323

年末年始休館のお知らせ（ファガス・峰栄館図書室、移動図書館車「としょカーん」）

第128号
第10回八峰町民バレーボール大会

●峰栄館図書室からのおしらせ●

『クリスマス&年末年始特集』
（12月下旬まで）

展示コーナー
『クリスマス特集』

クリスマスやお正月の絵本、パーティーや年末年始行事を楽し
む本、掃除収納など生活の知恵に関する本を展示中。

クリスマスの絵本や読みもの、クリスマスイ
ベントを楽しむためのハウツー本を展示してい
ます。 (展示期間 12月下旬）

★ファガスとしょしつ★ピックアップ本★ 展示中
羽田空港を 2016年度・世界一清潔な
空港 にしたカリスマ清掃員・新津春
子氏。各メディアでも取り上げられ大
反響の著者による「おうち掃除の極意」
などが書かれた２冊。

あたらしい本のおしらせ
ファガス図書室

77-3700

他の新刊図書は各図書室にお問い合わせください。

金谷信榮氏の寄付金で購入した
本、寄贈本もご紹介しています.

【絵本】
ころりんタイヤくん
ゆきゆきゆき
100にんのサンタクロース
おとうさんねずみのクリスマスイブ
十二支のはやくちことば
【児童書】
いえのおばけずかん おばけテレビ
10分で読めるはじめての落語
ルイ・ブライユ 点字を発明した19世紀のフランス人
ハリー・ポッターと呪いの子
【一般書】
（小説、よみもの、実用書、郷土）
【小説】恋のゴンドラ
【小説】慈雨
【小説】継続捜査ゼミ
【小説】犯罪小説集
【文庫小説】仮面病棟
【文庫小説】ボクの妻と結婚してください。
【よみもの】九十歳。何がめでたい
【よみもの】文藝春秋オピニオン2017年の論点
【実用書】ヤマケイアルペンガイド 東北の山
【実用書】ネコのキモチ解剖図鑑
【実用書】りんごのお菓子
【実用書】チーズケーキとチョコレートケーキ
【実用書】北欧＆東欧テイストのエコたわし
【実用書】毎日使える定番のこどもニットぼうし
【郷土】秋田・廃村の記録 人口減時代を迎えて
【郷土】秋田藩の用語解説

峰栄館図書室

このたび、移動図書館車「としょカーん」の命名者である、
八森小学校１年生の吉田恋菜さんに記念品を贈呈しました。
移動図書館車の愛称は平成28年8月10日（水）〜9月2日（金）に
公募し、応募のあった31点から審査を行い決定しました。

17

広報はっぽう

た

2016.12月号

ここ

な

76-2323

寄贈本もご紹介しています.

【絵本】
新井洋行
はもみの木のねがい
たむらしげる
ほげちゃんとこいぬのペロ
谷口 智則
ノラネコぐんだん そらをとぶ
ダニエル・カール
エマのたび
高畠純
【児童書】
ドキドキと感動のだいすき犬物語
斉藤洋
ドキドキと感動のだいすき猫物語
土門トキオ
はたらく車
学習まんが人物館
新幹線
J.K.ローリング
ウォルト・ディズニー
ハリー・ポッターと呪いの子
東野圭吾
【一般書】
（小説、よみもの、実用書など）
柚月裕子
【小説】恋のゴンドラ
今野敏
【小説】木もれ日を縫う
吉田修一
【小説】猿の見る夢
知念 実希人
【小説】癒し屋キリコの約束
樋口 卓治
【小説】桜風堂ものがたり
佐藤愛子
【小説】刑事の約束
文藝春秋
【小説】銀二貫
東北山岳写真家集団 【小説】君にさよならを言わない
服部幸
【小説】文豪ストレイドッグス ４巻
若山曜子
【写真集】のせ猫
天然生活ブックス
【よみもの】野村の遺言
主婦と生活社
【よみもの】最後の秘境東京藝大
誠文堂新光社
【よももの】老舗の流儀 虎屋とエルメス
浅原昭生 、林直樹
【実用書】マグカップケーキ
半田 和彦
【コミック】うちの３姉妹 １３巻

移動図書館車
「としょカーん」だより
よし

壊れた本（ページ
が取れたり、破れたりした本）は専用の糊やテ
ープで修理します。壊れた本を見つけた場合は
セロハンテープ等を貼らずにお返しください。

こみねゆら
やぎたみこ
工藤ノリコ
クレール・フロッサール
ラブリーわんこだいすき倶楽部
ラブリーにゃんこだいすき倶楽部
超はっけんのりもの大図鑑
超はっけんのりもの大図鑑
コミック版世界の伝記
J.K.ローリング
東野圭吾
谷瑞恵
桐野夏生
森沢明夫
村山早紀
薬丸岳
高田郁
七月隆文
朝霧カフカ
SHIRONEKO
野村克也
二宮敦人
黒川光博・齋藤峰明
本間節子
松本ぷりっつ

青少年育成 親子ふれあい事業

ことぶき大学健康講話・芸能発表

11月13日、青少年育成八峰町民会
議主催の親子ふれあい事業「スケート
教室」が秋田県立スケート場で行われ、
12組29名の親子が参加しました。
はじめは悪戦苦闘していた参加者た
ちも、慣れてくると親子で楽しく滑っ
ていました。

12月29日
（木）〜１月３日（火）はお休みします。本の貸出、返却もできません。
はお休みします。本の貸出、返却もできません
●ファガス図書室からのおしらせ●

八峰町教育委員会 生涯学習課
編集 山本郡八峰町八森字中浜196−1
TEL 0185-77-3700 FAX 0185-74-5290

11月13日、第10回八峰町民バレー
ボール大会が八森体育館で開催されま
した。
今大会には７チームが参加。好プレ
ーや珍プレーに大きな歓声が飛んでい
ました。
〈結果〉 優 勝：めながたパワーズ
準優勝：茂浦
３ 位：立石
最優秀選手：菊地栞汰
（めながた）
優秀選手：田中洋輔（茂浦）
加藤亜紀（立石）

行 事 予 定
▽チビッコ公民館、１/２成人式
■開催日：12月27日
（火）9：00〜
■会 場：峰栄館１階 多目的ホール
■問合せ：八峰町公民館
（峰栄館）
76−2323
※詳しくはお知らせ版の募集記事をご覧ください。
▽新春囲碁大会
■日 時：平成29年１月９日
（月）9：00〜
■会 場：峰栄館１階 婦人研修室
■問合せ：八峰町公民館
（峰栄館）
76−2323
※詳しくはお知らせ版の募集記事をご覧ください。
▽移動スキー＆スノーボード教室
■開催日：１月15日
（日）
■会 場：阿仁スキー場
■問合せ：町スキークラブ 090−7562−1941
（山内）
090−9743−8946（佐々木）
▽全町バスケットボール大会
■開催日：１月28日
（土）、29日（日）
■会 場：八森体育館
■問合せ：町バスケットボール協会
0185−77−3161
（奈良）

もっと地元のことを知ろう！
地元の人が地元のことを知り、もっと地元を好きになっ
てもらうための講座です。

12月の講座『和太鼓を体験しよう』
師走の忙しいなか、心と体をリフレッシュするために和
太鼓をたたいてみませんか。峰神太鼓のみなさんが、楽し
く指導します。
■開催日：12月22日
（木）19：30〜21：00
■内 容：和太鼓の基本打ち、リズム、応用等。
■集 合：峰栄館19：30
■その他：参加無料※動きやすい服装。バチ等は貸し出します。
■申込み：12月20日（火）まで 生涯学習課（ファガス） 77−3700

11月19日、ことぶき大学の健康講
話と芸能発表がファガスで行われ287
名が参加しました。
健康講話では秋田市の朗読グループ
「耳を澄ます会」による『弥三郎』を観劇。
芸能発表では学生が歌や踊りなど自
慢の芸を披露しました。見学に訪れて
いた国際教養大学の学生も踊りの輪に
加わるなど、とても賑やかな一日とな
りました。

見て、学んで、選んで

選書ツアーに行ってきました
11月26日（土）、生涯
学習課主催の選書ツアー
が行われ16名が参加し
ました。
はじめに八郎潟町立図
書館を訪れ、展示や館内
設備などを見学しました。
その後、ブックスモア潟
上店を訪れ、ファガス・
峰栄館の図書室に置く本
を選びました。
今回、選んだ本は今後
貸出しいたします。本の
一覧は次号で紹介予定で
す。

八郎潟町立図書館

１月の講座『糠森山の元旦登山』
元旦に旧八森中学校東側にある糠森山（標高208ｍ）に
登り、わが町と日本海を眺望してみませんか。真瀬山の会
会員がガイドします。
■開催日：１月１日
（日）9：00〜10：30
■集 合：旧八森中学校裏手のビューシーライン（町道）9：00
■その他：参加無料 希望者は当日集合場所へ。
■問合せ：真瀬山の会 伊勢
77−4355

八峰おしごと発掘塾（仮称）
八峰町で暮らすための仕事起こしと仲間づくりの勉強
会に参加しませんか。
詳しくは11月25日お知らせ版をご覧ください。
■申込み：12月20日
（火）
生涯学習課（ファガス） 77−3700
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