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[ 開室時間 ]

午前８時 30 分〜午後９時 00 分
（休み：年末年始、蔵書点検期間）
■ファガス図書館 八峰町八森字中浜 196-1
☎0185-77-3700
■峰 栄 館 図 書 室 八峰町峰浜田中字野田沢 20-1 ☎0185-76-2323

☆ 年末年始 休館のお知らせ ☆
１２月２９日（日）〜１月３日（金）の間は、お休みします。
※ 本の貸出や返却もできませんので、ご注意ください ※
【ファガス･峰栄館図書室、移動図書館車「としょカーん」】

♪『選書ツアー』開催のお知らせ♪

ⓒ ナリシャン

申込〆切⇒1/6（月）

八峰町民の方から、図書室で購入する本を選んでもらう、
『選書ツアー』
を開催します。
今年新しくできた 能代市立二ツ井図書館
を見学後、 道の駅ふたつい で昼食・休憩を取り、能代市柳町の 一長堂書店 での選書を予定しております。お申込み・お問合せは、
（ファガス図書室 ☎７７−３７００）または（峰栄館図書室 ☎７６―２３２３）まで。

●日 時：令和２年１月１８日（土） 午前９時〜午後３時
●参加料：無料（昼食代は自己負担となります）
●対 象：八峰町にお住いの方。※中学生以下は保護者同伴でお願いします。
●日 程： ９：００ファガス出発（役場・峰栄館経由）➡１０：００能代市立二ツ井図書館見学➡
１１：３０昼食・休憩➡１３：３０ 一長堂書店で選書➡１５：００ 八峰町到着

ⓒ ナリシャン
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ことぶき大学健康講話・芸能発表会

能代市ユニカール大会 さくらクラブＡ優勝

11月20日にことぶき大学健康講話・芸能発表会がフ
ァガスで行われ、275人の学生が参加しました。
健康講話では、落合鶴亀漫芸一座の皆さんを迎え、笑
いありのほのぼのとした漫芸が披露されました。
芸能発表では
学生たちによる
歌や踊り、八峰
町の特産品を題
材にした寸劇が
行われ、とても
賑やかな一日と
なりました。

11月16日に行われた第 45 回能代市総合体育大会 第
12 回能代市ユニカール協会交流大会において、八森は
たはたスポーツクラブに所属しているさくらクラブＡ(ユニ
カ ー ル)が、日
頃の練習の成果
を 発 揮し、見 事
１位 に 輝 きまし
た。ま た、同 じ
く出場したさくら
ク ラ ブＢも ４ 位
入 賞を果 たしま
した。
見事入賞を果たしたさくらクラブ

行事予定

※ バスで移動します。乗り場はファガス・役場・峰栄館です。

●最少催行人数：10 名

●申込〆切：令和２年１月６日（月）

新しく入った本のお知らせ
ファガス図書室

▼１/２成人式
この他の新刊図書については、各図書室までお問合せください。

金谷信榮氏の寄付金で購入した本の
他に、寄贈本もご紹介しています。

【絵本】映画 スター☆トゥインクルプリキュア
【絵本】ど・ど・ど・ドラえもん
【絵本】ノラネコぐんだん カレーライス
【絵本】アナ、エルサとしんぴの川
【絵本】物干しダンス大会
【児童書】身近な出来事でわかるはじめての論語
【児童書】まちがいさがし世界のおしゃれ
【児童書】小学生なら知っておきたい教養 368
【児童書】オールカラーマンガ 作文が上手になる
【児童書】意味が分かると震える話
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寄贈本もご紹介しています。

講談社
くりはら みさき
工藤 ノリコ
デニーズ・シマブクロ
タナカ タケシ
青山 由紀
朝日新聞出版
齋藤 孝
中村 和弘
藤白 圭

【厚紙絵本】ねんねしたらサンタさん
【厚紙絵本】サンタさんのプレゼントこうじょう
【絵本】アナと雪の女王２ 前編
【絵本】そんなにみないでくださいな
【絵本】くいしんぼうのサンタクロース
【絵本】わんぱくだんのてんぐのすむやま ⓒ ぴかた
【児童書】すみっコぐらしナゾトレいっぱい
【児童書】AI のサバイバル２
【児童書】レストランのおばけずかん
【児童書】もっと夢中になる！トランプの本 −ゲーム マジック 占い−

朝井 まかて
石持 浅海
逢坂 剛
笹本 稜平
原田 マハ
誉田 哲也
道尾 秀介
村田 沙耶香
宗田 理
知念 実希人
金田 陽介
かねもと
ガイドワークス
武田 友紀
稲盛 和夫
堂場 瞬一
フクチ マミ
伊藤 賀一

【小説】私の家
【小説】どうしても生きてる
【小説】魔眼の匣の殺人
【小説】5 分後に超ハッピーエンド
【小説】ライオンのおやつ
【小説】あの日に帰りたい ー駐在日記２ー
【文庫小説】庶務行員 多加賀主水シリーズ１～４巻
【文庫小説】笑ってなんぼじゃ！下巻
【よみもの】ONE PIECE 勝利学
【コミック】キングダム 55 巻、56 巻
【実用書・地理】皇居をあるく 都心に残る歴史の森と建物
【実用書・医療】死にゆく人の心に寄りそう –医療と宗教の間のケア–
【実用書・自然】手塚マンガでエコロジー入門
【実用書・料理】有元葉子の料理教室 秋冬レシピ
【実用書・料理】おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理
「お繕い」で服を育てる。ダメージは味方
【実用書・手芸】
【実用書・生活】ナチュラルおそうじ大全
【郷土】のんびり ーのんびりまっすぐ秋田の暮らしー

ひらぎ みつえ
ロベルタ・パニョーニ
ディズニーブックス
accototo
中川 ひろたか
末崎 茂樹
キラピチブックス
ゴムドリ CO．
斎藤 洋
草場 純

開催日：12/26（木）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

▼全町バスケットボール大会

開催日：１月下旬（土・日）
会 場：八森体育館
問合せ：町バスケットボール協会
奈良☎77−3161

第13回八峰町民バレーボール大会
第13 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。今回は 5 チームによる大会となり、めなが
たパワーズチームが見事2 連覇を達成しました。
【結 果】
優 勝：めながたパワーズ
準優勝：茂浦・立石
第三位：おやじハピネッツ

▼第14 回八峰町ユニカール大会

開催日：2/16（日）午前 9：00 〜
会 場：あきた白神体験センター
問合せ：八峰町公民館（峰栄館） ☎76−2323
２連覇を達成した「めながたパワーズ」

【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書、郷土）

【一般書】
（小説、よみもの、実用書、郷土）

【小説】グッドバイ
【小説】殺し屋、やってます。
【小説】最果ての決闘者
【小説】サンズイ
【小説】風神雷神 上下巻
【小説】背中の蜘蛛
ⓒ ぴかた
【小説】カエルの小指
【小説】生命式
【文庫小説】ぼくらの七日間戦争
【文庫小説】天久鷹央の推理カルテ 1 ～ 5 巻
【コミック】寄宿学校のジュリエット 1 ～ 5 巻
【コミック】伝説のお母さん
【コミック】ひとりでごはん
【実用書・哲学】
「繊細さん」の本
【実用書・哲学】心。
【実用書・家庭】弾丸メシ
【実用書・家庭】散らからない仕組み
【郷土】47 都道府県の歴史と地理がわかる事典

峰栄館図書室

【絵本、児童書】

【絵本、児童書】

編集

第 164 回

青山 七恵
朝井 リョウ
今村 昌弘
エブリスタ
小川 糸
小路 幸也
江上 剛
島田 洋七
山田 吉彦
原 泰久
JTB パブリッシング
玉置 妙憂
手塚 治虫
有本 葉子
上島 亜紀
堀内 春美
本橋 ひろえ
藤本 智仁

八峰町教育委員会 生涯学習課
山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20-1
TEL 0185-76-2323 FAX 0185-76-2387

新春囲碁将棋大会を開催します

冬場の運動不足解消に！

バレトン初心者講座を開催します

今年度も下記の日程で新春囲碁将棋大会（囲碁の
部、将棋の部）を開催します。小学生から一般まで
参加できますので、是非ご出場ください。また、お
申し込みの際には、段位・級位も含めてご連絡をお
願いします。

バレトンとは、フィットネス・バレエ・ヨガの動き
を組み合わせた有酸素運動で、ゆっくりと楽しみな
がら汗をかくことが出来ます。
３回の開催を予定しておりますので、開催の５日前
までにお申し込みください。

日 時：令和２年１月11日（土）９時から
会 場：峰栄館「婦人研修室」
対 象：小学生から一般
備 考：段位・級位をお知らせください
申込先：峰栄館 ☎76−2323
期 限：12 月26日（木）まで

日

時：令和元年12 月23日（月）
令和２年１月６日、20日（月）
15 時から約１時間程度
会 場：峰栄館１階 大ホール
講 師：猿田千秋 先生
参加費：無料
申込先：峰栄館 ☎76−2323
期 限：開催の５日前
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