
読書ボランティア講座① 講演会

科学あそび教室

おはなしリレー

　１０月３０日（日）に、２８人の子どもたちの参加
のもと、福岡県青少年科学館職員による「液体窒素」
の実験、万華鏡づくり、フ
イルムロケットづくりが行
われました。液体窒素の中
に入れるとパリパリとこわ
れてしまう花、はねないボー
ル。たくさんの不思議に出
会いました。

ちくちく一針ソーイング
　図書館開館１０周年を記念して布の絵本の会　わん・
ぴいすのみなさんが、日本のむかしばなしをモチーフ
にタペストリーを製作され
ました。みなさんの一針で
完成させようというもので、
３７８人が参加しました。
完成後、図書館入口に掲示
します。お楽しみに。

「のりものいっぱい」
柳原　良平　作
こぐま社

「お狂言師歌吉うきよ暦」
杉本　章子　著

講談社

「サンタクロ スの忘れもの」
ローリー・ムーア　著

新潮社

「クリスマスの１２にち」
エミリー・ボーラム　絵
福音館書店

　クリスマスなんてだいっきらい
そんな女の子アイビを「いい子
にしなきゃならなくなったい
ずら妖精アーベンは・・？
心温まるクリスマス･ストーリー

マザーグースの歌のひとつ
クリスマスソングとして英語
で親しまれている「クリスマ
の１２にち」。お祝いの１２日
毎日１つずつ不思議な贈り
が増えていきます。

　お狂言師は、大名家の奥向
きにあがって狂言や踊りをご覧
に入れる。胸の高鳴るような話
の直後、事件は起きた。小町娘
が踊りに一生を捧げ、独り身で
生きていく覚悟を決めた時、公
儀陰謀の影が迫り・・・。

自動車、電車、船、飛行機な
たくさんののりものが出てき
す。どののりものがすき？。
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赤ちゃん絵本

児 童 書

☆あかちゃんおはなし会（各日とも１０：３０～）
　 12月15日（木）・1月19日（木）

☆おはなし会（各日とも１４：００～）
　 12月17日（土）1月14日（土）・21日（土）

☆工作教室
　 1月の工作教室はお休みします。

○印は休館日です。
毎月最終木曜日は蔵書点検のため休館いたします。
月曜が祝日の場合は開館し翌日が休館になります。
１２月２８日（水）から１月４日（水）までは年末年始のため休館いたします。
1月26日（木）から2月3日（金）までは特別整理期間のため休館いたします。
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 図書館まつりが、１０月２９日（土）から１１月３
日（木）まで行われました。５日間で延べ９００人の
来館者がありました。たくさんのボランティアさんの
ご協力、本当にありがとうございました。

　１０月２９日（土）に「語りの森」代表の富
原美智子さんの講演会が行われました。３０年
間にわたって子どもたちと関わり、おはなしを
届けてきた富原先生ならではの力強さ、温かさ
にあふれる講演会でした。

 １１月３日（木）に、町内5つののボランティ
アグループによるおはなし会が行われました。
１３１人の参加のもと、各団体が趣向を凝らし
たおはなし会でした。

百津　千晴 ちゃん
（Ｈ１６．１２．１７生まれ）

ちはる

「お誕生日おめでとう、好奇心旺盛
な千晴ちゃん。健やかに元気に育っ
てね」
　　新原区（康祐･可奈子　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

吉原　怜生 ちゃん
（Ｈ１６．１２．２１生まれ）

「お誕生日おめでとう!! 怜生のかわ
いい笑顔が家族みんなをＨＡＰＰＹ
♡ にしてくれる…産まれてきてくれ
てありがとう。元気いっぱい育っていっ
てね　」須恵区（貴志･正美　第３子）

メッセージメッセージメッセージ

佐藤　彩羽 ちゃん
（Ｈ１６．１２．５生まれ）

「スクスク元気に大きくなーれ」
　　　新原区（正直･里美　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

吉村　聖香ちゃん
（Ｈ１６．１２．２４生まれ）

「昨年 ぜいちゃん″が来たよ。１年間
みんなの［おもちゃ］になったけど、
みんな ぜいちゃん″が大好きだよ。お
誕生日おめでとう♡ メリークリスマス！」
　　　　須恵区（正貴･教子　第５子）

メッセージメッセージメッセージ

れ　い せいか

諸熊　雄大ちゃん
（Ｈ１６．１２．２１生まれ）

「雄大、１歳のお誕生日おめでとう
♡ 雄大のニッコリ笑顔はパパとママ
の自慢です☆ これからも毎日たくさ
ん食べて元気に大きくなってね♡」
　　山の神区（剛･美由紀　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

渡邉　榎音ちゃん
（Ｈ１６．１２．１１生まれ）

「榎音、１歳のお誕生日おめでとう！
泣いたり、笑ったり、時にはおてん
ばぶりも発揮！！ これからも笑顔を
忘れず元気いっぱいに育ってくださ
いね♡」　旅石区（満･恭子　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

ゆうだい かのん

磯野　吉延 ちゃん
（Ｈ１６．１２．１７生まれ）

「誕生日おめでとう！ いつも可愛い
笑顔ありがとう。パパとママは、吉延
が笑ってくれるだけで元気がでます。
これからも元気で強い男の子になって
ネ！」　甲植木区（和幸･光子　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

鍛治屋　小雪
（Ｈ１６．１２．１生まれ）

「小雪ちゃん、１歳のお誕生日おめ
でとう♡ これからも、元気いっぱ
い明るく育ってね」
　　乙植木区（研二･美幸　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

よしのぶ こゆき

高田　龍照
（Ｈ１６．１２．１５生まれ）

「１歳のお誕生日おめでとう。強く・
たくましく・思いやりのある子に育っ
てね」
　　　恵西区（元照･順子　第１子）

メッセージメッセージメッセージ

田中　利奈
（Ｈ１６．１２．２５生まれ）

「利奈、１歳のお誕生日おめでとう。
パパもママも、毎日利奈と過ごすこ
とができて本当に幸せです。これか
らも元気にすくすく大きくなってね」
　　　長礼区（寛昭･直子　第１子）

メッセージメッセージメッセージ
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●対象者　平成17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（70字以内、居住区、
保護者の氏名、第何子を明記）
※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
報すえまち」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　12月28日（先着10人まで）
●問合せ先　役場企画課　☎932-1151
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