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「陽くんお誕生日おめでと
う！甘えん坊の陽くんが
お父さんもお母さんも大好
きだよ。素直で優しい子に
育ってね♥」
大島原区（正臣・真由美）

水田  陽
はるひと

仁ちゃん

●対 象 者　平成 22年２月生まれの赤ちゃん
●必要なもの　赤ちゃんの写真（ふりがな付きの
氏名、生年月日を裏書。）、保護者のメッセージ
（50字以内、居住区、保護者の氏名、電話番号
を明記）

※ここで掲載された写真や氏名などは、須恵
町ホームページの中の「広報すえ」で公開され
ますので、その旨了解の上お申し込みください。

　なお、写真は返却しません。
●締 切 日　12月 28日（先着 10人まで）
●問合せ先　まちづくり課　☎ 932-1153

次
回
申
し
込
み
要
領

（Ｈ21．12．９生まれ）

♥あかちゃんおはなし会（毎月第３木曜日）
　12月 16日・１月 20日
　（０・１歳：10：20～　２・３歳：11：00～）
★おはなし会（毎月第２・３土曜日 14：00 ～）
　12月 11日・18日・１月８日・15日
◆工作教室　１月 22日（土）　14時～
●クリスマス上映会　12月 25日  14 時～  オイコスにて
＊年末年始（12 月 27 日～１月４日）と、特別整理期間
　（１月 27日～２月２日）は休館です。ご注意ください。

図書館だより
☎９３２-６３６４

　誰もが嫌がるトイレ掃除。だけど
おばあちゃんの魔法の言葉で、私は
トイレ掃除が大好きになった。
　シンガーソングライター・植村花
菜が最後の祖母への思いを綴った歌
「トイレの神様」をもとにした絵本。

あかちゃん絵本

　泣き虫で弱気の理生（ミチオ）が
成り行きで入ることになった花道部
は、常識破りの貧乏部。おまけに学
院制覇をねらう茶道部に、活動場所
の和室をのっとられそうだという。
　理生に助けを求められた猫又のタ
マは…。

ヤングアダルト

児童書
　「あっ」ミニカーをみつけた男の
子は、ぶっぶー、いつのまにか運転
手に！「あっ」今度は電車を見つけ
て、ごごごごごー、操縦士に！
　子どもが大好きな乗り物が次々に
登場する、赤ちゃんとのふれあいを
楽しむ絵本。

「トイレの神様」
植村花菜／文

とりごえまり／絵
講談社

「あっ！」
中川ひろたか／文
柳原良平／絵
金の星社

「玄洋社・封印された実像」
石瀧豊美／著
海鳥社

　民権政社として出発した玄洋社が、
なぜ、大アジア主義を標榜する国家
主義団体と見なされるようになった
のか…。
　玄洋社を有名無名の群像として捉
え、その運動史を初めて明らかにし
た、まずひもとかれるべき書。

一般書

町立図書館の12月の推薦図書

須恵おはなし会・奨励賞受賞

「１歳のお誕生日おめでと
う。いつもニコニコなここ
ちゃん。これからも元気に
成長してね♥」
　藤浦区（秀樹・由美花）

松本  心
ここ

花
か

ちゃん

（Ｈ21．12．24 生まれ）

（Ｈ21．12．13 生まれ）

合屋  拓
たく

真
ま

ちゃん

（Ｈ21．12．10 生まれ）

「日々の成長に驚いたり、
感動したり、あっという間
の一年でした。これからも
すくすく元気に育ってね。」
須恵区（正晃・真由美）

「いつも拓真の笑顔に癒さ
れているよ。これからも、
元気いっぱいみんなで笑っ
て過ごそうね。おめでと
う !!」
須恵区（茂広・智子） 印は休館日です。開館時間 10：00～18：00

　読書コミュニティネットワーク主催の「第６回読み聞か
せボランティア大賞」に、“須恵おはなし会”（代表：喜多
村富久美氏）が奨励賞を受賞しました。
　須恵おはなし会は約 20 年間にわたり、図書館や学校、
幼稚園でおはなし会などのボランティア活動を行い、地域
の読書活動に貢献、今回の受賞となりました。

朝比奈 薫
ゆき

生
お

ちゃん

「花の道は嵐の道」
天野頌子／著
ポプラ社

　アンデルセンの童話で有名な「マッチ売りの少女」が藤
城清治影絵となってよみがえる・・他に「クリスマスの鐘」
も上映します。無料のイベントで自由参加です。
■日　時　12月 25日（土）　14時～ 14時 40分
■場　所　地域活性化センター（オイコス）
　　　　　１階レクリエーション室

日 月 火 水 木 金 土
 １

２ 　３ ４ ５ ６ ７ ★ ８
９ 10 11  12 13 14 ★ 15
16 17 18 19 ♥ 20 21 ◆ 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2011年１月

（Ｈ21．12．１生まれ）

山尾  羽
う た

唱ちゃん

（Ｈ21．12．20 生まれ）

「うちの子に生まれてきて
くれてありがとう！これか
らも元気にすくすく育って
ね☆」
新原区（孝基・めぐみ）

「お誕生日おめでとう！羽
唱ちゃんの笑顔が家族みん
なの幸せです。笑顔いっ
ぱいの優しい子になって
ね！」
旅石区（慎也・聡美）

福田  桃
もも

果
か

ちゃん

（Ｈ21．12．24生まれ）

「お誕生日おめでとう。い
つも元気でたくましい、こ
こちゃん。これからもその
笑顔で癒してね♥」
甲植木区（賢太 ･絵里）

於保  心
ここ

海
み

ちゃん

山神  心
こ

晴
はる

ちゃん
「お誕生日おめでとう！成
長の速さにパパとママはい
つもビックリさせられま
す！これからもすくすく成
長してね♥」
旭ヶ丘区（猛 ･千晴） （Ｈ21．12．２生まれ）

としょかんまつり大盛況！
　10月 23 日（土）から 11月３日（水・祝）まで、須恵
町立図書館にて「としょかんまつり」を実施し、様々なイ
ベントにたくさんの利用者が訪れました。
　特に初日の『ブックリサイクル』には、開館前から大勢
の利用者が列に並んで待っているほどでした。　
　『おはなしリレー』は、午前の部にボランティアグルー
プの「おひさまおはなし会」「杉の子文庫」「乙植木文庫」
合同による小さい子向けの“おはなし会”を行いました。
　午後には、図書館長・杉の子文庫館長による「館長とゆ
かいななかまたち」、「わん・ぴいす」「須恵おはなし会」
へと続く、大きい子向けの“おはなし会”を開催しました。
　子どもたちの笑い声が聞こえる楽しいとしょかんまつり
となりました。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３  ４

５ 　６ ７ ８ ９ 10 ★ 11
12 13 14  15 ♥ 16 17 ★ 18
19 20 21 22 23 24 ● 25
26 27 28 29 30 31

12月

甲斐  颯
そ

花
はな

ちゃん

（Ｈ21．12．29 生まれ）

「お誕生日おめでとう♥歩
けるようになったら一緒に
お散歩に行こうね。のんび
り大きくなってね !!」
乙植木区（太輔・草）

渡邊  楓
ふう

雅
が

ちゃん

（Ｈ21．12．５生まれ）

「楓くん♥初めてのお誕生
日おめでとう♥毎日いっぱ
いの笑顔ありがとう♥これ
からも一緒に成長していこ
うね♥」
佐谷区（茂幸・綾）

クリスマス上映会
「マッチ売りの少女」
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