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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） 11 月 3 日㈷

内科 小野胃腸科内科医院 （大）54-7237
野田萬里クリニック （大）50-0202
杉循環器科内科病院 （大）56-1119
三橋長田医院 （柳）72-4171

小児科 原循環器科内科医院 （大）57-3301
外科 中島クリニック （大）43-4770

永田整形外科病院 （大）53-3879
やながわ星子クリニック （柳）72-0835
江頭整形外科医院 （柳）73-8480

眼科 中山眼科医院 （大）58-0028
歯科 石井歯科 （大）58-6666

11 月 6 日㈰
内科 西内科循環器科医院 （大）53-8341

むとう内科クリニック （大）41-9610
大牟田中央病院 （大）53-5111
千蔵医院 （柳）76-1854

小児科 吉野こどもクリニック （大）58-3132
辻小児科・アレルギークリニック （柳）32-9898

外科 大牟田中央病院 （大）53-5111
ヨコクラ病院 （み）22-5811
立花レディースクリニック （柳）73-2012
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

眼科 佐藤眼科 （大）55-1100
歯科 坂口歯科 （大）51-5253

11 月 20 日㈰
内科 梶原クリニック （大）56-4818

たちばなクリニック （大）58-1230
ヨコクラ病院 （み）22-5811
つつみ内科・皮ふ形成クリニック （柳）75-3578
長田病院 （柳）72-3501

小児科 友永医院 （大）52-2523
ほほえみクリニック （み）62-5050

外科 ありあけクリニック （大）52-5245
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
鎌田クリニック （柳）72-2224

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 吉田歯科 （大）52-5833

11 月 23 日㈷
内科 木村内科医院 （大）51-7680

松岡医院 （大）53-3838
日の出町すぎ病院 （大）55-3000

小児科 和田医院 （大）55-1529
小児科・内科 入江内科小児科医院 （み）62-3552

外科 藤本整形外科医院 （大）52-7202
永田整形外科病院 （大）53-3879
川崎耳鼻咽喉科医院 （柳）72-2235
内田医院 （柳）76-3003

眼科 塩谷眼科医院 （大）52-5494
歯科 平野歯科クリニック （大）51-8500

11 月 13 日㈰
内科 坂本内科医院 （大）51-3200

西村クリニック （大）54-5457
済生会大牟田病院 （大）53-2488
川口内科医院 （柳）73-2007

小児科 こが小児科医院 （大）53-1150
外科 大牟田天領病院 （大）54-8482

済生会大牟田病院 （大）53-2488
弓削クリニック （柳）73-8400

眼科 諸岡眼科医院 （大）51-9100
歯科 井上歯科 （大）58-5158

11 月 27 日㈰
内科 彌富医院 （大）52-3909

えだみつクリニック （大）52-8746
くさかべ病院 （大）58-1234
まつなが内科クリニック （柳）72-5711

小児科 坂西医院内科・小児科 （大）52-2025
外科 こがクリニック （大）50-1800

永田整形外科病院 （大）53-3879
渡辺医院 （み）63-2911
柳川ツジ医院 （柳）72-1122

眼科 大牟田市立病院 （大）53-1061
歯科 古閑歯科 （大）56-3377

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。
　https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

11 月の休日当番医
市ホームページ

休館日のお知らせ

休館日　7日㈪、14日㈪、21日㈪、24日㈭、28日㈪
▶11月の休館日

※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。

11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（12日） 午後2時～3時
▶おはなし会（19日） 午前11時～11時30分

一般　この謎が解けますか？
児童　おみせやさんへようこそ

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（5日） 午前11時～11時15分
▶おはなし会（5・12・19・26日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（13・27日） 午前11時30分～11時50分
特設コーナー 一般　読書で旅気分

児童　おやさい くだもの たくさん
　　　あつまれ！

まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（5日） 午前11時～11時40分

一般　Go to ～ どこで何しよう！
児童　おしごと いっぱい

特設コーナー

▶ブックリサイクル（5日） 午前10時15分～午後2時
▶マガジンリサイクル（6日） 午前10時15分～午後2時

図書館で不要になった本や雑誌を無料配布します。
持ち帰り用の袋などは各自準備してください。会場が
混雑するときは、入場制限を行います。
★整理券配布 当日午前10時～（入場は整理券番号順）
※正午までは15分ごとの入れ替え制で、1人10冊までで
す。正午以降は冊数の制限はありません。午後2時以降は
エントランスホールにて、ご自由にお持ち帰りください。
※持ち帰った本・雑誌は個人でお楽しみください。

（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。

ベッドの中で思いついたひらめきの肉おかず、冷蔵庫の
残りものでつくるソース、“ 時短・節約 ” で家計にやさし
い料理ワザ…。91 歳の “ 和の鉄人 ” が「ワザ」と「心」
を伝える。YouTube が視聴できる QR コード付き。

91歳のユーチューバー
後世に伝えたい!家庭料理と人生のコツ
道場 六三郎／著

（主婦と生活社）

一般（み）

4 ステップで小さな水彩イラストが描ける ! フルーツ、食
べ物、植物、生き物、雑貨など、身近でかわいいモチー
フ 150 の水彩イラストの描き方を紹介する。モチーフご
とに使う色をチップで表示。

かんたん!4ステップ水彩
フルーツ・植物・お菓子からかわいい生き物まで
マリーナ・バカソーヴァ／著

（ホビージャパン）

一般（み）

私たちの身の周りには、毒がある生きものがたくさんひ
そんでいる。陸地・水辺にいる毒あり生きものから、お
いしい植物とそっくりな毒あり植物まで、126 種類をイラ
ストとともに紹介。毒にやられたときの対処法も教える。

すごい毒の生きもの図鑑
わけあって、毒ありです。
船山 信次／監修、ウラケン・ボルボックス／絵

（中央公論新社）

児童（山） アニマルランド
オームラ トモコ／作・絵

（金の星社）

アニマルランドの中を 100 種類の動物が大行進。水辺を
越えて、草地を越えて、広場を越えて、いったい、どこへ
向かっているのかな ? 自分の好きな動物も見つけてみま
しょう。

絵本（高）

与田凖一記念館

平成31年4月1日に発表された新元号「令和」を書
いた書家・茂住菁邨さんが、与田凖一の童謡「祭
すぎ」に感銘を受けて筆を執り、令和4年2月から
パリ、銀座など4会場で開催した書展に出品した
掛軸を寄贈されました。
9月25日から与田凖一記念館に展示しています。

元号「令和」を書いた茂
もずみ
住菁
せいそん
邨さんの掛軸を展示

▲茂住菁邨氏（9月25日来館時撮影）


