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図書館通信図書館通信
問みやま市立図書館（℡64-1117）
山川市民センター図書館（℡ 67-0401）
まいピア高田図書館（℡ 22-6655）

開館時間（全館）：午前10時～午後6時

みやま市立図書館
ホームページ

ツイッター
（@miyamalibrary）

インスタグラム
（@miyamalibrary）

休館日のお知らせ

休館日　4日㈪、11日㈪、19日㈫、25日㈪、28日㈭

▶祝日も開館しています

※最新の開館状況とイベント情報は、図書館ホームページを確認ください。

※通常の休館日は月曜日、第4木曜日ですが、祝日と重なる場合は祝日を開
館し、翌平日を休館しています。

（み）みやま市立図書館　（山）山川市民センター図書館　（高）まいピア高田図書館※TRC週刊新刊全点案内より

新着図書 ※所蔵していない本は、リクエストでできるだけお応えしていきます。

おもちゃ屋のねこ
リンダ・ニューベリー／作、田中 薫子／訳、くらはし れい／絵

（徳間書店）

ある日、ハティの大おじさんのおもちゃ屋にやってきたの
は、あざやかな明るい緑色の目をした、かしこそうなねこ。
その日からふしぎな出来事が、大おじさんのお店で次々
に起きて…。心あたたまる物語。

児童（み）

まいちゃんが、飛ばされたむぎわら帽子を探しに向かっ
たのは、ことりのデパート。ウグイス、ヤマガラ、フクロウ、
ヒヨドリなど、たくさんのことりに迎えられて !? 小さく愛ら
しいことりたちの物語。

ことりのデパート
苅田 澄子／文、まるやま あやこ／絵

（世界文化ワンダークリエイト）

絵本（山）

立ち歩き、暴力、不登校、通じない日本語、前任者は鬱…。
公立小学校教諭のひかりは、赴任先で衝撃を受ける。さ
らに同僚からは「この学校ではなにもしないことです」と
釘をさされてしまい…。『小説幻冬』連載を加筆し書籍化。

空にピース
藤岡 陽子／著

（幻冬舎）

一般（高）

「るすにする」「クルミとミルク」上から読んでも下から読ん
でも同じことば、回文。「そうだ、ソーダ飲もう !」「トイレにいっ
といれ」みんなを笑わせる、しゃれ・だじゃれ。会話の中に
取り入れると、場をなごやかにすることができる「ことばあ
そび」を、クイズやチャレンジコーナーで楽しく紹介します。

ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑
回文・ダブレット・アナグラムほか
青山 由紀／監修、国土社編集部／編

（国土社）

児童（み）

さくらんぼ、バレンシアオレンジ、レモン、うめ、プルーン…。
たくさんのくだものを、手ざわりまで伝わるイラストで紹
介します。それぞれのくだものがおいしい時期も表記。

くだもののずかん
大森 裕子／作、三輪 正幸／監修

（白泉社）

絵本（山）

高血糖・高血圧・腰痛・ひざ痛など体の不調が軽快する ! 
14 もの食効を備えたすごい健康食「ショウガ」について、
世界各地で行われた先端の研究結果、医師がおすすめ
するショウガの利用法、おいしい食べ方やレシピを紹介。

長生きショウガ新健康法大全
世界の実証研究から医師・学者が伝授!

（文響社）

一般（高）

まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（2日） 午前11時～11時40分

一般　暑さに負けない！
児童　およぐ いきもの だいしゅうごう

特設コーナー

みやま市立図書館（瀬高館）
▶赤ちゃんおはなし会（2日） 午前11時～11時15分
▶おはなし会（2・9・16・23・30日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（10・24日） 午前11時30分～11時50分

特設コーナー 一般　Enjoy!サマーライフ
児童　なつのほん あつめました

7月のイベント・特設コーナー

山川市民センター図書館（山川館）
▶おりがみ相談室（9日） 午後2時～3時
▶おはなし会（16日） 午前11時～11時30分

一般　夏に食べたいレシピ
児童　ひんやりすずしくなるえほん

特設コーナー

▶夏休みガチャ（23・24日）
期間中山川館で1度に5冊以上の貸出をすると景品　　
が当たるガチャガチャに参加できます。
※小学生までの児童が対象
※参加は1日1回まで

7 月 3 日㈰
内科 重藤内科外科 （大）57-2211

吉岡クリニック （大）43-6027
大牟田中央病院 （大）53-5111
益子医院 （柳）73-2053

小児科 友永医院 （大）52-2523
外科 大牟田中央病院 （大）53-5111

ヨコクラ病院 （み）22-5811
産科・婦人科あらきクリニック （み）63-3369
藤吉クリニック （柳）74-4025

眼科 小野眼科医院 （大）52-7705
歯科 よしだ歯科 （大）58-4618

7 月 10 日㈰
内科 二宮医院 （大）50-0246

吉村医院 （大）52-4427
済生会大牟田病院 （大）53-2488
きくち胃腸科内科クリニック （み）63-2223

小児科 平田小児科内科医院 （大）52-4195
小児科・内科 金子病院 （柳）73-3407

外科 大牟田天領病院 （大）54-8482
済生会大牟田病院 （大）53-2488
渡辺医院 （み）63-2911
立石耳鼻咽喉科医院 （柳）72-3469

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 中村歯科 （大）51-5598

7 月 18 日㈷
内科 向坂内科クリニック （大）51-7585

トヨマス内科 （大）54-4747
杉循環器科内科病院 （大）56-1119
千蔵医院 （柳）76-1854
長田病院 （柳）72-3501

小児科 江の浦医院 （み）22-5050
藤野医院 （柳）76-0011

外科 江の浦医院 （み）22-5050
永田整形外科病院 （大）53-3879
内田医院 （柳）76-3003

眼科 ひまわり眼科大牟田 （大）32-8831
歯科 川口歯科 （大）53-8110

7 月 24 日㈰
内科 くさかべまき内科クリニック （大）41-6036

山下医院 （大）52-5077
白川病院 （大）53-4173
まつなが内科クリニック （柳）72-5711

小児科 末吉小児科内科医院 （大）59-8100
外科 おがた整形外科医院 （大）53-7189

永田整形外科病院 （大）53-3879
阿部皮膚科医院 （み）62-3404
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

眼科 塩谷眼科医院 （大）52-5494
歯科 古閑歯科 （大）56-3377

7 月 17 日㈰
内科 たちばなクリニック （大）58-1230

早川内科医院 （大）54-6600
ヨコクラ病院 （み）22-5811
三橋長田医院 （柳）72-4171

小児科 石﨑医院 （大）58-0117
外科 ありあけクリニック （大）52-5245

ヨコクラ病院 （み）22-5811
柳川ツジ医院 （柳）72-1122
弓削クリニック （柳）73-8400

眼科 中山眼科 （大）58-0028
歯科 多々隈歯科 （大）52-4066

7 月 31 日㈰
内科 辻クリニック （大）55-2481

ひがしはら整形外科医院 （大）57-6636
大牟田共立病院 （大）53-5461
川口内科医院 （柳）73-2007

小児科 辻クリニック （大）55-2481
外科 植田医院 （大）58-0314

永田整形外科病院 （大）53-3879
川崎耳鼻咽喉科医院 （柳）72-2235
鎌田クリニック （柳）72-2224

歯科 たかむら歯科 （大）55-6647

当番医は変更の場合があるため、当日の新聞などで確認ください。問い合わせは各医療機関へお願いします。
【柳川山門医師会】休日当番医診療時間は午前９時～午後 5 時（救急指定病院は除く）ですが、受診の際は電
話で確認ください。●内科救急指定病院＝長田病院 ( ℡ 72-3501)

【柳川山門歯科医師会】
●歯科休日救急診療＝歯科保健センター ( ℡ 74-1333) 診療時間：午前 10 時～午後 1 時、午後 2 時～ 5 時

【大牟田医師会・歯科医師会】休日当番医診療時間は【内科・小児科・外科】午前 9 時
～午後 6 時、【眼科・歯科】午前 9 時～午後 5 時（※ひまわり眼科午前 10 時～午後 6
時）ですが、受診の際は電話で確認ください。
※県内の在宅当番医は「ふくおか医療情報ネット」のホームページをご覧ください。
　http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

7 月の休日当番医


