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＜ホール＞
�８日�　平成１８年 成人祝賀式
�１５日�　高梁市消防出初式
�２１日�　高梁小学校学習発表会
�人権啓発講演会
　日時：１月２５日�　１３：３０～１５：３０（開場１３：００）
　講師：元ＰＬ学園高等学校　
　　　　野球部　清水　哲 氏
　演題：「生きる勇気をありがとう」
　　　　※託児所（乳児を除く）を開設します。
　　　　　希望者は１月１７日�までに社会福祉課
　　　　　（��０２６４）まで 
　■問い合わせ　
　　社会教育課生涯学習係（��９０８３）

�第４回文化講演会
　日時：１月２９日�　開演１４：３０（開場１４：００）
　料金：５００円

　講師： 假  屋  崎  省吾 氏
かり や ざき

　演題：「花は心のビタミン」
　　　　～花から始まる
　　　　　　ライフスタイル～

　
休館日　毎週火曜日
　　　　１２月２７日�～１月４日�（年末年始）

注：情報は １２月８日現在。内容について変更になる場合があります。（

△

印＝無料、

▲

印＝有料）

＜歴史美術館＞
�歴史美術館収蔵品展�
　　日時：１月７日�～２月５日�

　　料金：大人３００円　小中学生１５０円

＜市民ギャラリー・講座室・中ホール＞
�高梁工業高校・高梁城南高校

　「２００６課題研究発表・展」
　　会期：１月２５日�～１月２９日�

　　内容：課題研究展示

　　※課題研究発表（会場：中ホール）

　　　２８日� １０：００～１２：３０

休館日　毎週火曜日

　　　　１２月２８日�～１月４日�（年末年始）

　　　　

　　　　　　　　　

�常設展示
　児島虎次郎絵画作品約５０点・郷土作家作品

古代エジプト考古資料・成羽地域産出の植物化石

　～イベント～
�児島虎次郎を偲ぶ写生大会

　児島賞・渡辺賞授与式
　　日時：１月下旬（日時未定）

休館日　毎週月曜日

　１２月２８日�～１月４日�（年末年始）

総合文化会館 ��１０４０ 文化交流館 ��０１８０

成羽町美術館 ��４４５５
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　平成１７年１２月３１

日を基準日に、全

国一斉に「工業統

計調査」が実施さ

れます。

　この調査は、製造業を営むすべての事業

所を対象として、その活動実態を明らかにす

ることを目的として毎年行われています。

　調査の結果は行政や企業、学校の教材な

どの資料として幅広く利用されています。

該当する事業主の皆さん、ご協力をお願い

します。

■問い合わせ

　企画課企画係　��０２０９
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�４人を表彰
　山川ボランティア顕彰は、故山川昭さんのご遺族からの寄付をも
とに、旧高梁市が１２年度に基金を設置。　　
　地域社会福祉、保健、環境衛生など厚生分野のボランティア活動
を続けてこられた個人を顕彰するもので、１１月１２日に総合文化会
館で開かれた｢健康福祉のつどい｣で表彰式が行われました。受賞者
は次のとおりです。

福祉運転ボランティア　　石 村　 穗さん（６９）高倉町大瀬八長
　　　　　　　　　　　　中 島　 求さん（６８）落合町原田

障害者福祉ボランティア　大久保裕子さん（５６）下谷町
　　　　　　　　　　　　原 田 純 子さん（５５）落合町阿部

　今年度の全国老人クラブ連合会優良老人クラブ表彰に、仁賀老人

クラブ連合会（川上町仁賀・三宅幹夫会長）が選ばれました。受賞

は同連合会が会員相互の親睦を図りながら、毎年、重度身体障害者

施設でホタル祭りに参加し、園内除草の美化奉仕活動に取り組み、

また、地域の体育祭などの各種行事に参加するなど、積極的な活動

が認められたものです。

全国老人クラブ連合会優良老人クラブ表彰に
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○C  Mamoru Minamiura
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� � � � � ��２５８９毎週月曜日 年末年始 １２月２９日（木）～１月3日（火）休館日

移��������������今
月
の

お
す
す
め

新�����
【一般書】西海道談綺１～４（松本清張／文藝春秋）、近世の女旅日記事典（柴桂子
／東京堂出版）、新 食べるな危険！－食品と暮らしの安全基金―（小若順一／講談
社）、かんたん、おいしい！マクロビオティックはじめてお弁当レシピ（中島デコ
／近代映画社）

【児童書】つきよのメロディー（木村泰子：作・絵／世界文化社）、ぼくのえんそく（穂
高順也：作、長谷川義史：絵／岩崎書店）、あさよる、なつふゆ ちきゅうはまわる（か
こさとし：文・絵／農山漁村文化協会）、ごはんですよ おもちですよ（かこさとし：
文、中沢正人：絵／農山漁村文化協会）

９：０５～９：１５

９：２０～９：３０

９：３５～９：４５

９：５０～１０：００

１０：０５～１０：１５

１０：２０～１０：３０

１０：４５～１０：５５

１１：０５～１１：１５

１１：２０～１１：３０

市営星原住宅

ファミリーハイツ星原

鶴鳴保育園

市営栄町住宅

妙見町堀江宅横

雇用促進住宅

黒川商店（日名地区）

枝中央地区

成美保育園

午　

前

１３：０５～１３：１５

１３：２０～１３：３０

１３：４５～１３：５５

１４：１０～１４：１５

１４：３５～１４：４５

１５：００～１５：１０

１５：１５～１５：２５

１５：３５～１５：４５

１６：００～１６：１０

老人ホーム成羽川荘

成羽・山本地区

小泉・東地区

布寄小学校

中野・迫地区

吹屋保育園

吹屋小学校

向井商店（坂本地区）

田原保育園         

午　

後
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������� ��２９１２毎週木曜日の午後
１日�，２日�，３日�，９日�，１０日�，１５日�，２３日�，３０日�

休館日

一般書

新リア王 上（下巻もあり）
高村　薫：著
新潮社

父と子に立ちはだかる壁
はかくも高く険しいもの
なのか�。「終わりの始ま
り」が露出した永田町と、
核がらみの地域振興に手
を出した青森。政治一家福
澤王国の内部で起こった
造反劇は、父から息子へと
決然と語り出される。

何度でも使え、どんなもので
も包めるふろしき。エコロジ
ーなどの面で何度でも使え、
話題になっているふろしき
を大研究。ふろしきの包み方
から色や柄、つくり方、ふろ
しきの歴史と日本の文化ま
でがわかります。

移����新�����
【一般書】蝶舞う館（船戸与一／講談社）、ニート（糸山秋子／角川書店）、亡命
者�ザ・ジョーカー�（大沢在昌／講談社）、みんなにやさしい介護服�手軽なリ
フォームから、パターンソーイングまで�（岩波君代／文化出版局）、かんじき
飛脚（山本一力／新潮社）、乾山晩愁（葉室 麟／新人物往来社）ほか

【児童書】花はどこから�花・花びん・水をめぐる３つのものがたり�（一沢ひら
り／福音館書店）、ゆきがふったら（レベッカ・ボンド／偕成社）、ピーポポ・パ
トロール（柏葉幸子／童心社）、赤い鳥の国へ（アストリッド・リンドグレーン
／徳音館書店）、クリスマスをめぐる７つのふしぎ（斉藤洋／理論社）ほか

ちいさいこのへやちいさいこのへや（１４：３０から）
７日（土）　みんなであそぼう（かるた大会）

１４日（土）　ビデオ（かさじぞう）

２１日（土）　きりがみあそび（色紙ミニだこ）

２８日（土）　おりがみあそび（しろくま）

今
月
の

お
す
す
め

りよだ館書図月

１６：２０～１６：５０落合雇用促進住宅高梁宿舎前１７日�
１４：００～１５：００

１５：３０～１６：３０

川上総合学習センター前

備中地域局前１９日�

１１：００～１１：３０

１３：００～１４：００

１４：３０～１５：００

１５：３０～１６：００

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　　

２４日�

１０：３０～１１：００

１１：３０～１２：００

１３：００～１３：３０

１４：３０～１５：００

１６：００～１６：３０

巨瀬地域市民センター前

有漢生涯学習センター前

中井地域市民センター前

宇治地域市民センター前

落合中組二公会堂前

２７日�

１１：００～１１：３０

１３：００～１３：３０

１４：００～１４：３０

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
３１日�

1

児童書

ふろしき大研究
エコライフにも役立つ！

宮井株式会社：監修
PHP研究所

※ビデオ「まんが日本昔話」全巻揃いました。全６０巻（１２０話）
※本の返却はなるべく早くお願いします。

一般書

さおだけ屋は
なぜ潰れないのか？
―挫折せずに最後まで読める会計の本―
山田真哉：著 　光文社：発行

この本は「会計が嫌い」「会計が苦手」
「会計を学んでも意味が無い」と思ってい
る方のためにあります。「会計」は決して
やさしいものではありませんが、会計の本
質的な考え方は、それほど難しくありませ
ん。本書では、日々の生活に転がっている
「身近な疑問」から考え始めることで、会
計の重要なエッセンスを学んでいきます。


