
　　　成羽病院通信　     　　　   問 成羽病院 ☎（42）３１１１

学園だより 吉備国際大学 無料公開講座「まちなかゼミナール」

問 吉備国際大学 地域連携センター ☎（22）９０５０

日本語の中のおもしろ中国語
◆日時…5月 24日（火）
　午後１時～午後２時 30分

◆�会場…ポルカ天満屋ハピータウン
　市民交流センター

◆�対象…中学生以上

◆�講 師…岡
おかざき
崎�郁

いく こ
子（吉

備国際大学�社会科学
部�経営社会学科�教
授）

◆内容
　日本語と中国語で意味の異なること
ば、中国・日本という名称、国字のお
もしろさ、日本語になった中国語、誤
解されやすい日本語などをテーマとし
た、クイズも交えながらの楽しくてた
めになる講座です。
　中国語に興味のある人も大歓迎です。

パソコン要約筆記を体験してみよう！
◆日時…5月 27日・6月 3日・10日（すべて金曜日）
　　　　午後７時～午後８時 30分

◆会場…ポルカ天満屋ハピータウン�市民交流センター

◆講師…佐
さとう
藤�匡

ただし
（吉備国際大学�外国語学部�外国学科�教授）�

◆内容
　ノートパソコンを使って会話をその場で
タイピングし、聴覚障害などの聞こえづら
い人に読んでもらう、それがパソコン要約
筆記です。筆記による通訳とも言えます。
　人の声が聞こえないほど聴力が落ちた、会話が聞こえにくい
が手話は使えない、補聴器を付けてもあまり聞こえなくて困っ
ている、そういった人を支援するためのものです。
　この講座では、３週にわたってパソコン要約筆記の支援を体
験できます。県に要約筆記者登録をした有資格者が解説します。

◆�申込方法…ポルカ天満屋ハピータウン内ポルカプラザの窓口
か、電話、またはファクスで、５月 25日（水）までに申し込み
ください。

　☎（22）３０３０／F（22）１０６０

脳血管の健康管理をしませんか 成羽病院 健診室

　ストレスの多い現代社会において、突然訪れるかもしれない病気の一つに脳卒中があります。もはや脳血管
障害は、高齢者だけの病気ではなくなってきていて、働き盛りの人にも突然訪れるかもしれない病気の一つで
す。以前は、予防が困難とされていましたが、医療の進歩により、早期発見することで発病予防、早期治療が
可能になりました。脳の健康管理のためにも脳ドック（ＭＲＩ検査）をお勧めします。

脳の健康管理のために
○ ＭＲＩ検査とは？
　円筒の磁石内に入り、放射線や薬品を使用せずに脳血管が撮影できる安全な検査

○ 脳ＭＲＩ検査でわかること
　脳動脈瘤・脳動脈の狭窄・隠れ脳梗塞・脳腫瘍・動脈硬化などの病変

○ 検査のお勧めの人
　高血圧・糖尿病・脂質異常症の危険要因を持っている人、家族に脳疾患のある人

　気になる人は、かかりつけ医、医療機関へご相談ください。
　なお、成羽病院では、ＭＲＩ検査のみの簡易脳ドックと人間ドックの追加オプションとして、脳のＭＲＩ検査を
行っています。詳しくは成羽病院健診室まで問い合わせください。
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図書館だより
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　笑いを商売に変えるため、男は
血を吐く思いで立ち向かった。そ
して、栄光と挫折を味わった男の
芸は文化となった…。上方落語の
始祖にして、日本初のお笑い芸人・
米沢彦八の生涯を描く。

ちいさいこのへや（６月）
小学校低学年までが対象です。
親子での参加も歓迎です。

10 日㊎
玉川地域市民センター前
落合地域市民センター前
中国電力社宅前
松原地域市民センター前

13:00 ～ 13:30
13:50 ～ 14:20
14:30 ～ 15:00
15:40 ～ 16:10

14 日㊋
中井地域市民センター前
有漢農業構造改善センター前
有漢生涯学習センター前

13:35 ～ 13:50
14:30 ～ 15:00
15:10 ～ 15:30

16 日㊍ 福地小学校前 10:15 ～ 10:45

17 日㊎ 巨瀬地域市民センター前
宇治地域市民センター前

10:30 ～ 11:00
14:30 ～ 15:00

21 日㊋
津川地域市民センター前
高倉地域市民センター前
川面地域市民センター前

13:30 ～ 13:50
14:10 ～ 14:30
14:45 ～ 15:15

23 日㊍
備中地域局前
西山コミュニティハウス前
川上子ども園前

12:30 ～ 13:00
13:50 ～ 14:10
15:00 ～ 15:30

にっこり！
キュートなおべんとう
Ｇ
ゴ

ｏｍ
マ

ａ 作
あかね書房

　おにぎり、うずまきサンド、味
つきたまご、３色そぼろ…。人気
の料理創作ユニット・Ｇｏｍａが
提案する、キュートなおべんと
うレシピをプロセス写真付きで紹
介。上手につめるコツなどがわか
る、おべんとう豆ちしきも掲載。

４日㊏ かみしばい「おたまじゃくしの101ちゃん」

11日㊏
おりがみあそび「うでどけい」
おはなし会
（ボランティアグループ『おはなしたまてばこ』）

18日㊏ つくってあそぼう「いただきキャッチャー」

25日㊏ ちびっこシアター「ピーターパンの冒険」

今月のおすすめ

※移動図書館のルートと時間が変更になっています。ご注意ください。

11 日㊏

小型絵本「アンナとわたりどり」
大型絵本「ふしぎなキャンディーやさん」
紙芝居「ホットケーキはみんなだいすき」
「紙ひこうきを作って遊ぼう」も行います
（ボランティアグループ『うぐいす』）

高梁中央図書館
☎（22）２９１２

９：00～ 17：00
開館

６月の休館日
６日（月）・９日（木）・13日（月）・20日（月）
27日（月）

一般書

児童書

図書館２階
14：30～

移動図書館（６月）

成羽図書館
☎（42）２５８９

９：00～ 17：00開館
毎週月曜日休館

ライオン１頭
ケイティ・コットン　文/スティーブ・ウ
ォルトン　絵/木

きさか

坂 涼
りょう

、岩
いわき

城 義
よしひと

人　訳
ＢＬ出版

　ライオン１頭、ゴリラ２頭、キ
リン３頭…。１から 10 までの数
の動物をえがいた絵本。確実に数
が減っている野生動物たちの数を
数えながら、動物や命について考
えてみましょう。

今月のおすすめ

児童書

えほんのよみきかせ（６月）
小学校低学年までが対象です。（参加無料）

10：00～

移動図書館「うぐいす号」（６月）

14 日㊋
28日㊋

老人ホーム成羽川荘　　 8 :45 ～ 9 :00
中コミュニティーセンター　 9 :20 ～ 9 :30
ささゆり苑　　　　　　 9 :40 ～ 9 :50
吹屋連絡所　　　　　　10:10 ～ 10:30
成美保育園　　　　　　11:00 ～ 11:10
鶴鳴保育園　　　　　　11:15 ～ 11:25
日名神楽公園　　　　　11:35 ～ 11:50
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