たんば田園交響ホール
552-3600

552-3646

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

中村雅俊主演

ささやまの森公園
557-0045

QRコード

とき＝17日（日）13：00〜16：00
定員＝15人 参加費＝700円
ば移植ごて、
軍手など

ローソンチケット
☎0570-084-005
（Lコード57952）

好
単独 評
！
貸し出し
楽屋の

13：00〜17：00
18：00〜22：00

1,600円
1,800円

C D・M D・カセットプ
レーヤー、
マイク付き

554-6000

554-6001

はずしてご利用ください。

■つくってならしてMy楽器
廃材を使って、楽器をつくろう!たたいたり、息をふい
たり、ゆらしたり・
・
・、どうやって音をだす工夫をするかな?
とき＝1日（金）／20日（水）〜29日（金）14：00〜15：30
※土・日曜日と1日は11：00〜12：30も実施。 定員＝各
36人（平日は予約制。土・日曜日は予約優先） 参加費＝1
人300円

■おとなりスタッフとあそぼう
5月の予定ブースは「端午の節句」
「ストローヒコーキ」
「造形あそび（13：30受け付け。10人程度）」
「アートポ
スターの紙ぶくろ」
「風船あそび」
とき＝9日（土）13：30〜15：30 定員＝なし 参加費＝1
人300円

■フライフィッシング特別版
〜川へ出かけよう!〜
ちるみゅーバスで小柿渓谷釣り場へ行って、でっかいニ
ジマスをゲットしよう!
とき＝9日（土）10：00〜16：00 対象＝小学3年生以上の
ワークショップ経験者 定員＝10人（予約制） 参加費
＝子ども・女性3,000円、
男性3,800円 持ち物＝弁当、
長
靴、
帽子、
雨具、
魚持ち帰り用容器

とき＝10日（日）11：00〜12：30と14：00〜15：30
各30人（予約優先） 参加費＝1人200円

定員＝

持ち物＝着替

※雨天の場合は、
テラスで実施。
対象

9日（土）は「ひよこの日」 とき＝11：00〜12：00

5月

動物の形のパンをつくって、石窯で焼いて食べよう。
とき＝14日（木）〜17日（日）14：00〜15：30

ちるみゅーでは、市民サービスを強化するため、12月
から2月までの平日に、市内の学校や保育園、子ども会
などに出向いて「出張ワークショップ」を行いました。そ
の際に、先生や保護者の皆さんからたくさんの応援メッ
セージをいただきましたので、その一部をご紹介します。
（アンケートより抜粋）

定員＝20組

■かまどの日「アニマルパン」
※土・日曜

日は11：00〜12：30も実施。 定員＝各36人（平日は予約
制。土・日曜日は予約優先） 参加費＝1人300円

持ち物

＝ハンカチ

■手作り田んぼプロジェクト「田植え」
はだしになって、昔ながらの田植えに挑戦しよう。
とき＝30日（土）
・31日（日）11：00〜12：30と14：00〜15：
30

じ

○ちるみゅー応援メッセージの紹介

田植え前の田んぼにはだしで入って、土を感じよう。

＝0〜5歳の子どもとその保護者

2
9
16
23
30

施設情報

■どろんこあそび

え、
帽子、
タオル、
雨具

7
14
21
28

開館時間＝10：00〜18：00（中央図書館のみ金曜日は19：00まで）
※篠山市民センター図書コーナーは日曜日のみ10：00〜17：00。

※詳細は、
お問い合わせください。

INSTITUTION

土

1
8
15
22
29

絵本とお話を楽しむ会

対象＝小学4年生〜大人（2回とも参加可能の
方） 定員＝15人 参加費＝1,000円 持ち物
＝弁当、
飲み物、
軍手、
あればエプロンなど ※
汚れてもよい服装でお越しください。
第1回作陶＝31日
（日） 第2回本焼き＝6月28日
（日） ※いずれも10：00〜15：00。

INFORMATION

6
13
20
27

金

■おはなし会「かがやき」
○2日（土）14：00〜＝中央図書館
■おはなし会「かたつむり」
○2日、
16日（土）14：00〜＝篠山市民センター図書コーナー
○9日（土）14：00〜＝中央図書館
■おはなし会「絵本の会ぶうふ」
○12日、
19日（火）11：00〜＝中央図書館
■おはなし会「としょかん」
○16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」
○23日（土）14：00〜＝中央図書館
■「とにかく楽しみ図書館へ行こう」
○30日（土）14：00〜＝中央図書館

■おしゃれな植木鉢を作ろう（全2回）

休館日＝月・火曜日、2日（土）、3日（日）、6日（水）

5
12
19
26

木

映画・アニメ上映会

とき＝24日（日）10：00〜14：00 対象＝大人の
男性（家族での参加も可能） 定員＝10人 参
エプロン、
三角
加費＝500円 持ち物＝飲み物、
巾など

◆利用日時

4
11
18
25

水

（中央図書館視聴覚ホール）
（字幕） 1959年 フランス・ブラジル
大人向け「黒いオルフェ」
○22日（金）
・23日（土）14：00〜15：50
子ども向け「赤ずきんちゃん」ほか
○24日（日）14：00〜15：00
○26日（火）10：30〜11：30

■男の料理

スタインウェイピアノで
練習しませんか？
休館日・催し物実施日以外の日
9時〜17時（1時間単位）
◆利 用 料 1時間1,000円（2人まで）
※その他、詳細はホームページをご覧ください。

対象＝大人
持ち物＝あれ

対象＝大人（2回とも参加可能の方） 定員＝
10人 参加費＝2,000円 持ち物＝弁当、
飲み
物、
軍手、
雨具、
帽子、
あればヘルメットなど 申
込開始日＝4月23日（木）9時〜 ※山で作業が
できる服装でお越しください。
第1回原木伐採＝23日（土） 第2回ベンチ作り
＝9月27日（日） ※いずれも10：00〜15：00。

広い、安い、使いやすい!

吹奏楽・合唱・ピアノ・
民謡・ダンス・バンド・バ
時 間
料 金
レエ
・舞踊・演劇など
9：00〜12：00 1,200円

いし かわ たく

■丸太のベンチ作り（全2回）

練習会場として！
会議室として!

3
10
17
24
31

火

著 石川拓治 出版 幻冬舎
請求記号 625イ（中央図書館・篠山市
民センター図書コーナー所蔵）
青森県の木村秋則さんは、病害虫に弱い
リンゴを農薬も肥料も使わずたわわに実ら
せる奇跡のリンゴ農家。しかし、そこに至
るまでは苦難の道のりでした。何もかも行
き詰まったとき、たまたま見掛けた野生の果実が周りの自然
の中で生かされていることに気付きます。「人間もそうなん
だよ。人間はそのことを忘れてしまって自分独りで生きてい
ると思ってる」過酷な人生を経験し、1つの奇跡を成し遂げ
た彼の言葉です。読むと元気がでる、おすすめの1冊です。

とき＝16日（土）9：30〜15：30 参加費＝100
円 持ち物＝弁当、
飲み物、
雨具など ※登山
ができる服装でお越しください。

※未就学児は入場できません。

月

今月の図書館長おすすめの1冊
奇跡のリンゴ

■深山登山

■コケ玉とミニ盆栽作り

594-5450

日

※ 色部分は、休館日です。
3日㈰〜6日㈬は篠山市民セ
ンター図書コーナーのみ休
館。

参加費＝100円 申し込み不要。
竹笛作り＝3日（日） 内容＝ささ竹やイタドリを
使って笛作りをします 木工クラフト＝4日（月）
自然の素材でかわいい
内容＝木の実や枝など、
動物を作ります トールペイント＝5日（火） 内
容＝石や園内の窯でできた炭に絵を描きます
ウッドバーニング＝6日（水） 内容＝専用の道
具で木を焦がしながら絵を描きます ※いずれ
も10：00〜15：00。

友の会予約開始日 4月26日（日）
午前9時〜（電話のみ）
一般発売開始日 4月29日（水）午前9時〜（電話・窓口）
ローソンチケット 4月29日（水）午前10時〜
☎0570-084-005（Lコード57953）

午後5時開演
入場料 5,500円
（全席指定）

5月

■ゴールデンウイーク特別企画

※未就学児は入場できません。

財津和夫 LIVE＆TALK
6月28日（日）

図書館カレンダー

とき＝2日（土）9：00〜12：00 定員＝20人 参
加費＝100円 持ち物＝筆記用具、
あれば双眼
鏡（貸し出しあり）など

午後5時開演
入場料（全席指定）
一
般 3,500円
高校生以下 2,000円

好評発売中！
！

590-1301

■バードウオッチング

まもなく
発売開始！

演劇「僕たちの好きだった革命」
7月5日（日）

中央図書館

557-0201

定員＝各30人（予約優先） 参加費＝1人200円持ち

着替え、
帽子、
苗持ち帰り用ビニール袋、
雨具
物＝タオル、
※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、保護者同伴で参加できます。

●ちるみゅーならではのアピールをどんどんして、保育
園などの団体や地域の皆さんがいろいろな面で利用で
き、なくてはならない施設にしてほしいです。ガンバッ
テください!（村雲校区の方より）
●ちるみゅーは、自然にふれながらいろいろな体験ができ
るので、子どもたちにとっても、また大人にとっても一
緒に楽しめる施設だと思います。
（日置校区の方より）
●子どもはちるみゅーが大好きです。篠山市が他市に自
慢できる施設だと思っています。
（城南校区の方より）
熱い応援メッセージ、本当にありがとうございました。
市民の皆さんの声、そしてご利用の積み重ねが、ちる
みゅーのパワーになります。応援パスポートなど、存続に
向けての新しい活動も計画しています。今後もちるみゅー
の活動にご理解をいただき、応援をお願いします。
休 館 日＝月・火曜日（祝日の場合は開館）
開 館 時 間＝10：00〜17：00

