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シルバーテツヤ クドウナオヤ
シルバーテツヤ クドウナオヤ

としょしつだより

〔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〉
☎0185−77−3700
■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 ☎0185−76−2323

令和２年８月10日（月）〜８月13日（木）

今 月 の 話 題・お す す め 展 示
夏休みは図書室へ！

『お届け文庫』 交換日のお知らせ

楽しい夏休みがはじまりますね♫ 宿題も多いですが、み
なさんが有意義に夏休みを過ごせるように、図書室では自由
研究・工作・読書感想文や作文の書き方の本を展示します。
また、長い休みの間に、
ふだん読まない本に挑戦
してみてはいかがですか？

八峰町内の下記施設に図書室の本を置いています。
定期的 に入替作業を行っていますのでご利用ください。

あたらしい本のお知らせ
ファガス図書室
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生涯学習課

TEL 0185−76−2323 FAX 0185−76−2387

八森地区

◆八森郵便局 ⇒6月・8月・10月・12月・2021年2月中旬
◆東八森郵便局 ⇒6月・8月・10月・12月・2021年2月中旬
◆岩館郵便局 ⇒5月・7月・9月・11月・2021年1月下旬

峰浜地区

◆峰浜小児童クラブ ⇒毎月第１水曜日
◆町営歯科診療所 ⇒毎月第２火曜日
◆JA八峰支店（塙川） ⇒毎月第２木曜日
◆峰浜郵便局 ⇒毎月第４月曜日
◆子育て支援センター“あいあい” ⇒毎月第４水曜日

６月11日（木）に岩館かもめ健康クラブによる健康運動
教室が開催されました。講師は町スポーツ推進委員が務め、
イスに座りながらでも出来るストレッチや筋トレ、両手を使
った脳トレ、マス目を順序良く踏むスクエアステップなどを
行いました。
スクエアステップでは、レベルが初級編からどんどんと難
しくなっていくにつれて、皆で確認したり教え合ったりと、
コミュニケーションを取りながら楽しく行われました。

峰浜小学校の２、
３年生が峰栄館を訪れました
６月23日（火）に峰浜小学校３年生の児童18名が社会科
見学のために峰栄館を訪れました。
多目的ホールや研修室などの館内施設を見学しながら、峰
栄館の歴史や役割を学習しました。質問コーナーでは、研修
室の使用料や一日の利用人数など、たくさんの質問がでまし
た。

６月26日（金）に峰浜小学校2年生の児童15名が町探検
で峰栄館図書室を訪れました。
どんな本があるのか、図書室には何冊の本があるのかなど
疑問に思ったことを司書の方に質問したり、気になったもの
をタブレットで撮影しながら図書室内を探検しました。質問
コーナーの後には、自分の図書カードを受け取り、本の借り
出しを体験しました。

この他の新刊図書については、各図書室までお問合せ下さい。

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、児童書、紙芝居】
【厚紙絵本】ちっちゃなおさかなちゃん
【厚紙絵本】てあそびおうたえほんベスト10
【絵本】かぜビューン
【児童書】ざんねんないきもの事典 さらに おもしろい！進化のふしぎ
【児童書】
あたしたちのサバイバル教室 特装版
【児童書】
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2・3
【児童書】
鬼滅の刃（2） 片羽の蝶
【児童書】
読書感想文書き方ドリル 2020
【児童書】
うんこドリル空想科学読本
【紙芝居】
ひそひそねずみとおばあさん
【一般書】
（小説、よみもの、コミック、実用書）
【小説】ハンナのいない10月は
【小説】結婚させる家
【小説】任侠シネマ
【小説】迷子のままで
【小説】ダブル・トライ
【小説】ほどなくお別れです それぞれの灯火
【小説】カインの傲慢
【小説】妖の掟
【小説】いのちの停車場
【小説】きたきた捕物帖
【小説】ザリガニの鳴くところ
【文庫小説】布石 百万石の留守居役 15
【よみもの】人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 女二人の手紙のやりとり
【よみもの】希林のコトダマ 樹木希林のコトバと心をみがいた98さつ
【よみもの】明日の自分が確実に変わる10分読書
【コミック】いとしのムーコ 1〜3巻
【実用書・哲学】人は話し方が9割
一人暮らしでも、朝練の日でも、
【実用書・料理】アスリートのための朝食術
遠征の日でもこれなら続けられる
【実用書・料理】とびきりおいしい家パスタ 食べたら疲れが吹き飛ぶよ！
・ハンドブック増補改訂新版 野山・水辺ですぐ
【実用書・防災】レスキュー
役立つファーストエイド＆レスキューの最新テクニック
【郷土】金足農業、燃ゆ
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八峰町教育委員会

編集 山本郡八峰町峰浜田中字野田沢 20−1

岩館地区運動教室が開催されました

「としょカーん」の運行をお休みします。
日時

生涯学習だより

ヒド・ファン・ヘネヒテン
ベネッセコーポレーション
tupera tupera
今泉 忠明
高橋 桐矢
廣嶋 玲子
矢島 綾
大竹 稽
柳田 理科雄
津田 真一
相川 英輔
桂 望実
今野 敏
天童 荒太
堂場 瞬一
長月 天音
中山 七里
誉田 哲也
南 杏子
宮部 みゆき
ディーリア・オーエンズ
上田 秀人
佐藤 愛子
椎根 和
吉田 裕子
みずしな孝之
永松 茂久
田口 素子
Tesshi
藤原 尚雄
中村 計

峰栄館図書室

寄贈本もご紹介しています。

【絵本、児童書、大型絵本】
【厚紙絵本】このかおだ〜れだ？トーマスのあなあきえほん
【厚紙絵本】いないいないばあ！えほん
【絵本】おいらひょっとこ
【絵本】だれのパンツ？
【絵本】リサとガスパール キティちゃんをパリでおむかえ
世界と日本の名作 冒険の物語 12歳までに読んでおきたい
【児童書】
名探偵コナンの10才までに算数センスを育てる157問
【児童書】
【児童書】カンタン!齋藤孝の最高の読書感想文
【児童書】ミュークルドリーミー ミラクル☆うらない
【児童書】
学研まんが三国志 1〜５巻
もったいないばあさんのいただきます
【大型絵本】
【一般書】
（小説、エッセイ、実用書、郷土）
【小説】男鹿半島北緯40度の殺人
【小説】事件持ち
【小説】明け方の若者たち
【小説】結婚させる家
【小説】黙示
【小説】合唱 ー岬洋介の帰還ー
【小説】いのちの停車場
【小説】きたきた捕物帖
【文庫小説】ありふれた祈り
【文庫小説】婚活食堂 ３巻
【エッセイ】夏井いつきの日々是「肯」日
【エッセイ】村上T 僕の愛したTシャツたち
【よみもの】感染を恐れない暮らし方 衣食住50の工夫
【実用書・哲学】菜根譚コンプリート 全文完全対照版
【実用書・地理】国立公園を旅する
【実用書・介護】イラスト図解いちばんわかりやすい介護術
【実用書・子育て】最新！初めての育児新百科mini
【実用書・健康】運動習慣ゼロの人のための疲れない！動けるカラダをつくるテク
【実用書・料理】こねずにできるふんわりフォカッチャ
【郷土】南極に立った樺太アイヌ 増補新版

ポプラ社
かしわら あきお
ザ・キャビンカンパニー
シゲリ カツヒコ
アン・グッドマン
瀧 靖之
青山 剛昌
齋藤 孝
講談社
羅 貫中
真珠 まりこ
梓 林太郎
伊兼 源太郎
カツセ マサヒコ
桂 望実
今野 敏
中山 七里
南 杏子
宮部 みゆき
村山 由佳
山口 恵以子
夏井 いつき
村上 春樹
本間 真二郎
洪 自誠
NHK出版
三好 春樹
ベネッセムック
清水 忍
池田 愛実
佐藤 忠悦

令和２年度八峰町成人式

延期のお知らせ

令和２年度八峰町成人式は、８月14日（金）から令和３年１月10日（日）に延期となりました。
６月５日に行われた第１回成人式実行委員会で実行委員の方々の意見を伺い、新型コロナウイルス感染症の影
響のため、例年通りの開催は難しいと判断しました。
１月実施の可否については、10月頃に第２回成人式実行委員会で協議し、新型コロナウイルス感染症の状況
を考慮して決定します。

秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン
出場選手募集中
「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！」が
10月10日（土）、11日
（日）に仙北市で開催されます。
八峰町の代表として出場する選手を募集しています。
申込・問い合わせは下記連絡先まで。
秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！仙北大会
・日時 10月10日
（土）
【開会式】 15：00
10月11日
（日）
【競 技】 11：00〜
【閉会式】 14：00
※変更・中止となる場合があります。
・会場 仙北市内循環特設コース
（八峰町生涯学習課）
・申込・問い合わせ ☎76−2323

喜楽（きらく）
けんこうクラブ

会員募集中

軽めの運動や筋力トレーニングを合わせた健康教
室を開催しています。健康づくりのために参加して
みませんか。
■開催日時：月２回開催 第２・４水曜日
○４月〜11月 午後１：30〜午後３：00
○12月〜３月 午後２：00〜午後３：30
■会
場：ファガス…イスを使用した筋トレ
峰栄館…バランスボールを使用した筋トレ
■参加対象：年齢・性別は問いませんが、軽い運動
のできる方
■会
費：年会費3,000円 参加費１回300円
スポーツ保険……高校生以上1,850円
65歳以上 1,200円
■申 込 先：喜楽けんこうクラブ（小林）
☎090−2366−9985
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