
　

Sue Towns Magazine      1819      Sue Towns Magazine

「お誕生日おめでとう。は
るの笑顔は皆を幸せにする
ネ♡　これからもたくさん
食べて遊んで元気に大きく
なってネ ! !」
甲植木区（孝平・睦月）

門田  治真ちゃん

●対 象 者　平成 21年４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、その旨了解の上申し込みください。

　なお、写真は返却しません。
●締 切 日　２月 26日（先着 10人まで）
●問合せ先　まちづくり課　☎ 932-1151
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（Ｈ21．２．３生まれ）

★おはなし会
　２月 13日・20日・３月 13日・20日（土）14：00～
◆工作教室　２月 27日・３月 27日（土）　14：00～
♥あかちゃんおはなし会
　２月 18日・３月 18日（木）
 　（０・１歳：10：20～　２・３歳：11：00～）
◎よしながこうたく氏講演会　３月６日（土） 14：00 ～

図書館だより
☎９３２-６３６４

SchneewittchenSchneewittchenSchneewittchen
Kinder-und Hausmärchen Kinder-und Hausmärchen Kinder-und Hausmärchen 

　夜になると活動をはじめるトラ。
ネコ科のなかでいちばん強い動物、
トラを観察しよう。トラの親せき、
ヒョウやチーターも出てくるよ。透
明のページをめくると絵が一変する
しかけがあり、子どもも大人も楽し
める本。

あかちゃん絵本

　父は虎になった。父がどうして虎

になったのかを知りたい。それが波

瀾万丈にして、不思議な旅の始まり

だった…。言葉の魔術師・柳広司が

放つ、中島敦「山月記」に想を得た

奇想天外な変身譚。

ヤングアダルト

児童書
　おじいさんの落とした手袋の中
に、どんどん色々な動物が入ってい
く不思議なおはなし。はじめは、“く
いしんぼねずみ”次に“ぴょんぴょ
んがえる”“はやあしうさぎ”に“お
しゃれぎつね”など…、さあ、みん
な入ることができるかな？

「とらの本」
シルベーヌ・ペロル／作

岳陽舎

「てぶくろ」
ウクライナ民話
福音館書店

「懐かしのホーロー看板」
佐溝力／著
祥伝社

「虎と月」
柳広司／著
理論社

　ホーロー看板から見る庶民の暮ら

しぶりを、明治～大正期、昭和初期

～戦中、戦後～昭和中期と区分しま

とめた本。時代を感じさせるデザイ

ンやキャッチコピーなどが満載。

一般書

　『給食番長』『飼育係長』などの番長シリーズ
絵本の作者、よしながこうたくさんが須恵町に
来ます ! !
　子どもたちはもちろん、大人も楽しめる講演
会を予定しています。ぜひ、来てください。
●日　時　３月６日（土）
　　　　　開場 13：30　開演 14：00
●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

印は休館日です。開館時間 10：00～18：00

３月
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

２月

図書館バッグが不足しています。
使用していない図書館バッグがありましたら、
ご返却ください。

町立図書館の２月の推薦図書

“よしながこうたく氏講演会”

「お誕生日おめでとう ! ! よ
く笑ってダンスが上手な美麗
ちゃん♡ めちゃくちゃかわい
いです♡ お兄ちゃんと仲良
く元気に大きくなってね ! !」
長礼区（隆治・はるな）

田中  美麗ちゃん

（Ｈ21．２．４生まれ）

「いつも元気で笑顔のゆう
ちゃん １歳のお誕生日おめ
でとう ! !　優稀が産まれてき
てパパ、ママは幸せです。こ
れからも その笑顔で皆をい
やしてネ。」
旅石区（智之・裕美）

久保  優稀ちゃん

（Ｈ21．２．６生まれ）

「お誕生日 おめでとう。お兄
ちゃん、お姉ちゃんと遊ぶの
が大好きな ゆきちゃん。ゆ
きちゃんが笑うと皆が嬉しい
です。増々 元気に大きくな
～れ！」
新原区（俊勝・祥子）

古庄  将崇ちゃん

（Ｈ21．２．24生まれ）

「Happy★Birthdayありさ♥
毎日かわいい笑顔で幸せをは
こんでくれてありがとう♥ 
これからもたくさんたべて、
遊んで眠ってスクスク育って
ネ！ 大好きだよー♥」
新原区（尊章・江里子）

北山  可彩ちゃん

（Ｈ21．２．１生まれ）

「暁、１才の誕生日おめ
でとう　暁の笑顔で毎日
Happy でいやされるよ。
これからも元気にやんちゃ
に育ってね。」
乙植木区（誠・友紀）

竹ノ脇  暁ちゃん

（Ｈ21．２．４生まれ）

「１歳のお誕生日おめでと
う。これからも大好きなお
姉ちゃんと仲良く、元気に
大きく育ってね♡」
新原区（正伸・志穂）

藤本  唯里ちゃん

（Ｈ21．２．２生まれ）

「誕生日おめでとう！！　
色んな仕草を覚え、パパ・
ママを和ませてくれてあり
がとう。これからも元気
いっぱいに育ってね 」
甲植木区（雄太・優子）

髙野  蒼馬ちゃん

（Ｈ21．２．24生まれ）

「瑛仁くん お誕生日おめで
とう　毎日すてきな笑顔を
見せてくれて家族みんな幸
せだよ。お姉ちゃんと仲良
くね。」
乙植木区（慎一・圭子）

稲永  瑛仁ちゃん

（Ｈ21．２．22生まれ）

■ 1979 年福岡県生まれ。九州産業大学デ
ザイン科卒業。
■ 18歳から作家活動を始め、現在イラス
トレーターとしても活動中。
■ 2007 年出版『給食番長』（長崎出版）
をはじめ、『おそうじ隊長』などの番長
シリーズ、『おふろだいすき！ぷっぺ』（小
学館）他出版。

＊講師紹介＊
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