たんば田園交響ホール
552-3600

552-3646

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/
denen/index.html

557-0045
QRコード

丹波篠山築城四〇〇年祭事業

桂文珍独演会

ささやまの森公園

指定席完売！
立ち見発売中

8月9日（日）

午後2時開演
入場料（立ち見） 2,000円

※未就学児は入場できません。

練習場所でお困りの方に朗報！

楽屋（リハーサル室）を
格安でご利用いただけます！

■草木染め教室

〜藍の生葉で染めよう〜
藍を刈り取り、
プチストールを染めます。
とき＝2日（日）13:00〜16:00 対象＝大人
定員＝10人 参加費＝2,000円 持ち物＝エプ
ロン、
ゴム手袋、
染め物持ち帰り用袋など

料 金
1,200円
1,600円
1,800円

※空調使用料は無料

安い！
広い！
使いやすい！

付属設備使用料
○楽屋ピアノ＝1回500円
※長テーブル・いす・楽屋音響設備（CD・MD・カセットデッキ・
スピーカー）の利用料は無料。
申し込み方法など、詳細はお問い合わせください。

スタインウェイピアノで練習しませんか？

たんば田園交響ホ−ルの至宝、
世界的にも五指に入るといわれて
いるスタインウェイピアノを弾いて
みませんか。 透明感溢れる音色を
あなたの耳でご確認ください。
使用料 1時間1,000円（2人まで）
※3人目からは1人につき、500円／ 1時間の追加料金をい
ただきます（付き添いなども含む）。

ささやま市民ミュージカル第４弾

篠山城ビッグスリップ（仮称）練習開始！
公演日 平成22年2月13日（土）
・14日（日）
※両日とも13：00〜と17：00〜
8月から、
練習が始まります。ご期待ください。
休館日＝月・火曜日

葉脈しおり＝14日（金） 参加費＝100円 顕
微鏡でミクロの世界をみよう＝14日（金） 参加
費＝無料 木工クラフト＝15日（土） 参加費＝
100円 ※いずれも10:00〜15:00。小さな子
どもには保護者の同伴が必要。

■水辺の生きものを探そう！

とき＝16日（日）13:00〜16:00 対象＝小学生
〜大人 定員＝30人 参加費＝100円 持ち
物＝飲み物、
2㍑の空きペットボトル、
タオル、
濡れ
てもよい靴、
着替え、
帽子、
あれば水網（たも網）
など
〜小さな飾り棚を作ろう〜
とき＝22日（土）10:00〜15:00 対象＝小学生
〜大人 定員＝15人 参加費＝500円 持ち
物＝弁当、
飲み物、
軍手など ※作業しやすい服
装でお越しください。

■夏休み宿題お助け企画

〜モビールを作ろう〜
とき＝23日（日）10:00〜15:00 対象＝小学4
年生〜大人 定員＝15人 参加費＝500円
持ち物＝弁当、
飲み物、
軍手など

■夏の自然を楽しもう！

とき＝29日（土）10:00〜12:00 対象＝小学生
〜大人 定員＝30人 参加費＝100円 持ち
物＝飲み物、
雨具など ※歩きやすい服装でお
越しください。

■里山体験シリーズ（全3回）

〜そば道場入門〜
対象＝小学4年生〜大人（3回すべてに参加でき
る方） 定員＝20人 参加費＝2,500円
第1回種まき＝30日（日）9:00〜12:00 第2回
そば刈り＝11月1日（日）13:30〜16:00 第3
回＝そば打ち体験（有名そば打ち名人の指導）
＝12月20日（日）10:00〜14:00

※詳細は、
お問い合わせください。

INFORMATION

INSTITUTION

554-6000

554-6001

〜親子で夏のワークショップに参加しよう〜

はずしてご利用ください。

■草木を使って染めてみよ！
山すそで取った植物で布バッグを染めてみよう。
とき＝1日（土）
・2日（日）11:00〜12:30と14:00〜15:30
定員＝各36人（予約優先） 参加費＝1人300円 ※汚
れてもよい服装でお越しください。

■夏のおもいでモビール
夏の思い出を飾りにして、
ゆらゆらゆれるモビールを作
ろう。
とき＝4日（ 火 ）〜7日（ 金 ）／ 1 8日（ 火 ）〜2 2日（ 土 ）
11:00〜12:30と14:00〜15:30 定員＝各36人（予約
優先） 参加費＝1人300円

■川あそび
ちるみゅーの近くの篠山川で、
水遊びをしながら川の
生き物を観察しよう
（雨天時は別内容）。
とき＝9日（日）10:30〜12:00と13:30〜15:00 対象
＝6歳以上 定員＝各20人（予約優先） 参加費＝1人
300円 持ち物＝着替え、
タオル、
帽子、
飲み物、
サンダル
8日（土）は「ひよこの日」 とき＝10:30〜11:30 対象
＝０歳〜5歳の乳幼児とその保護者 定員＝20組

590-1301

図書館カレンダー

※

8月

色部分は、休館日です。

■お盆休み特別企画

■夏休み宿題お助け企画
基本使用料
時 間
9:00〜12:00
13:00〜17:00
18:00〜22:00

中央図書館

557-0201

594-5450
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今月の図書館長おすすめの1冊
おじいちゃんがだっこしてくれたよ

著 シャーロット・ゾロトウ
絵 ペネ・デュボア
訳 みらいなな
出版 童話屋
請求記号 Ｅデ（中央図
書館・篠山市民センター所蔵）
「おじいちゃん」、
夜中にベッドの中で目が覚
めたルーが呼びます。4年前に亡くなるまで、
自分のことを心からかわいがってくれた優し
いおじいちゃんが、
忘れられないのです。お母さんがルーの声
を聞いてそばにやってきます。そして、
自分も子どものとき、
おじ
いちゃんに大事にしてもらっていたことをルーに話して聞かせ
ます。家族の死というテーマを扱った絵本ですが、
温かい絵と
文が心にしみ感動で胸がいっぱいになる、
おすすめの１冊です。

映画・アニメ上映会

（中央図書館視聴覚ホール）
じっ かい

（字幕）1923年 米国
大人向け「十誡」
○21日（金）
・22日（土）14:00〜16:15
子ども向け「フランダースのいぬ」ほか
○23日（日）14:00〜14:50
○25日（火）10:30〜11:20

絵本とお話を楽しむ会

■おはなし会「かがやき」
○1日（土）14:00〜＝中央図書館
■おはなし会「かたつむり」
○1日、
8日（土）14:00〜＝篠山市民センター図書コーナー
○8日（土）14:00〜＝中央図書館
■おはなし会「絵本の会ぶうふ」
○4日、
18日（火）11:00〜＝中央図書館
■大人のための朗読会「くろまめいと」
○8日（土）14:00〜＝中央図書館
■おはなし会「としょかん」
○15日（土）14:00〜＝中央図書館
■おはなし会「篠山ストーリーテリングの会」
○22日（土）14:00〜＝中央図書館
開館時間＝10：00〜18：00（金曜日は10：00〜19：00）
※篠山市民センター図書コーナーは日曜日のみ10：00〜17：00。

施設情報

■おとなりスタッフとあそぼう
8月の予定ブースは「フライフィッシング」
「ゴムで飛ば
す折り紙ヒコーキ」
「草木染め」
「夏休み自由工作」
「水鉄
砲」
「世界で一つだけの色」
とき＝8日（土）13:30〜15:30 定員＝なし 参加費＝1
人300円

■ちるみゅーのかえっこバザール
家で遊ばなくなったおもちゃを持ってきて、
「かえるポイ
ント」に交換したら、
他のおもちゃをゲットしよう。
とき＝12日（水）〜16日（日） かえっこバザール13:30〜
16:00・おもちゃの受け付け10:00〜16:30 参加費＝無
料

■myバッグでバザールへGO！
はん ぷ

帆布製のちるみゅーロゴ入りバッグに、
スタンプやクレ
ヨンで彩って、
すてきなバッグを作ろう。
とき＝12日（水）〜16日（日）11:00〜12:30と13:30〜
15:30の間で自由入退場（予約不要） 参加費＝1人
800円

■ケロケロ調査隊

ちるみゅーにはどんな生き物がすんでいるのかスタッフ
と一緒に調べてみよう。
とき＝12日（水）〜14日（金）15:00〜16:00 定員＝35
人（予約優先） 参加費＝無料 持ち物＝濡れてもよい
靴

■手作り黒豆プロジェクト「草取り」

6月に植えた苗が大きくなっているよ。草取りをして、
黒
豆の花を観察しよう。
とき＝23日（日）14:00〜15:30 定員＝50人（予約優
先） 参加費＝1人300円 持ち物＝帽子、
飲み物、
タオ
ル、
着替え（雨天時は雨具、
長靴）

■かまどの日「とれたて夏野菜ピザ」

とき＝26日（水）〜30日（日）11:00〜12:30と14:00〜
15:30 定員＝各36人（予約優先） 参加費＝1人300
円 持ち物＝ハンカチ

※個人での参加予約は、
実施日の1カ月前から受け付け開
始。未就学の子どもは、
保護者同伴で参加可能。

■塩むすびとごんた山
篠山産のお米をかまどで炊いて、
山に入って自然ととも
に味わおう。
とき＝12日（水）〜16日（日）10:30〜13:00 対象＝小
学生以上 定員＝各30人（予約優先） 参加費＝1人
1,000円

8月

休 館 日＝月曜日
※8月31日〜9月4日は臨時休館。
開館時間＝10：00〜17：00

