
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより

平成平成平成平成

文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式

４７館の１４７館の１４７館の１４７館の１

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に

与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！

国東半島国東半島国東半島国東半島

第第第第 33333333 回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会

豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント

として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！

毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を

駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です

開催日開催日開催日開催日    

平成平成平成平成

午前午前午前午前

 桂

豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより

文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞

平成平成平成平成 28282828 年年年年

文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式

４７館の１４７館の１４７館の１４７館の１

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に

与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！

国東半島国東半島国東半島国東半島    ほとけの里ほとけの里ほとけの里ほとけの里

回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会

豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント

として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！

毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を

駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です

図図図図

スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水

で参加します！で参加します！で参加します！で参加します！

    

平成平成平成平成 28282828 年年年年 5555

午前午前午前午前 9999 時時時時        

桂 

豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより

文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞

年年年年 4444 月月月月 23232323

文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式文部大臣賞表彰式でででで

４７館の１４７館の１４７館の１４７館の１館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に

与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です与えられる賞です。。。。

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！

ほとけの里ほとけの里ほとけの里ほとけの里    

回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会

豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント

として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！

毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を

駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です駆け抜ける様子は圧巻です！！！！

図図図図書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと

スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水

で参加します！で参加します！で参加します！で参加します！

5555 月月月月 15151515 日（日（日（日（

        開会式開会式開会式開会式

 畔

豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより豊後高田市立図書館だより    

文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞文部大臣賞    

23232323 日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた

でででで豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国

館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に

。。。。これからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんと

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！

    

回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会回豊後高田ふれあいマラソン大会    

豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント

として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！として開催される名物行事です！    

毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を毎年多くの参加者が豊後高田市内を    

！！！！    

 

書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと

スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水スタッフも給水＆応援＆応援＆応援＆応援

で参加します！で参加します！で参加します！で参加します！    

日（日（日（日（日日日日））））    

開会式開会式開会式開会式    

畔 

    受賞受賞受賞受賞

日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた

豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国

館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に

これからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんと

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！

豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント豊後高田市で『五月祭』の一大イベント

書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと書館ボランティアと    

＆応援＆応援＆応援＆応援

    

 308

受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました

日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた

豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国

館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。館として表彰されました。    

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で

子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に子どもの読書活動実践での優秀図書館に    

これからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんと

二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！二人三脚で頑張っていきたいと思います！    

日程日程日程日程    

平成平成平成平成

場所場所場所場所    

図書館図書館図書館図書館

時間時間時間時間    

午前午前午前午前

図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。

苗の数量苗の数量苗の数量苗の数量

お早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしています

2016201620162016 年年年年 5555

発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館

308 号

しましたしましたしましたしました！！！！

日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた日（土）に東京で行われた    

豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国豊後高田市立図書館が全国からからからから選ばれた選ばれた選ばれた選ばれた

この賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中でこの賞は、子ども読書活動推進フォーラムの中で    

これからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんとこれからも利用者の皆さんと    

平成平成平成平成 28282828 年年年年 6666

図書館図書館図書館図書館    駐車場駐車場駐車場駐車場

午前午前午前午前 9999 時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了

図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。

苗の数量苗の数量苗の数量苗の数量に限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますので

お早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしています

 

5555 月発行月発行月発行月発行    

発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館

号 

しましたしましたしましたしました！！！！    

選ばれた選ばれた選ばれた選ばれた    

6666 月月月月 5555 日（日（日（日（

駐車場駐車場駐車場駐車場    

時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了

図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。

に限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますので

お早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしています

発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館発行：豊後高田市立図書館    

日（日（日（日（日日日日））））    

時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了時～無くなり次第終了    

図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。

に限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますのでに限りがございますので    

お早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしていますお早めのご来館をおススメしています。。。。

    

図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。図書館ボランティア主催のミニ行事です。    

。。。。    



6666

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神話を語る神話を語る神話を語る神話を語る

文字の世界への文字の世界への文字の世界への文字の世界への

扉が開く扉が開く扉が開く扉が開く

「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」

てしまうかも？てしまうかも？てしまうかも？てしまうかも？

    図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は

ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！

『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）

第 1

自分の

・・・

 

健康講座（第健康講座（第健康講座（第健康講座（第

5555

        

読み聞かせのスキルを学ぶチャンス！

    講師講師講師講師    佐藤佐藤佐藤佐藤

                藤川藤川藤川藤川

                山本山本山本山本

6666 月月月月 22222222 日（水）日（水）日（水）日（水）

    第第第第 1111 回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」

神話を語る神話を語る神話を語る神話を語る    

文字の世界への文字の世界への文字の世界への文字の世界への    

扉が開く扉が開く扉が開く扉が開く    

「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」

てしまうかも？てしまうかも？てしまうかも？てしまうかも？    

図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は

ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！

『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）

健健健健

1 回が 4月 21

自分の血管年齢や骨密度

・・・ザワ・・・

健康講座（第健康講座（第健康講座（第健康講座（第

5555 月月月月 19191919 日（木）日（木）日（木）日（木）

        『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』

目で見て声で聴いて心が繋がる

読み聞かせのスキルを学ぶチャンス！

佐藤佐藤佐藤佐藤    真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）

藤川藤川藤川藤川    和和和和        

山本山本山本山本    理理理理        

日（水）日（水）日（水）日（水）10:3010:3010:3010:30

回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」

（文責（文責（文責（文責

文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー

923923923923・・・・

「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」

    

図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は図書館に来たら一度は『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて

ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！ほしい』本をご紹介します！    

『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）

健健健健    康康康康    講講講講    

21 日（木）に開催されました。

血管年齢や骨密度測定の意外な結果に

・・・ザワザワ・・・

健康講座（第健康講座（第健康講座（第健康講座（第 2222 回）回）回）回）

日（木）日（木）日（木）日（木）    

『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』

読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ

ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座

目で見て声で聴いて心が繋がる

読み聞かせのスキルを学ぶチャンス！

真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）

        子（元子（元子（元子（元 OBSOBSOBSOBS

        加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）

（毎月第

10:3010:3010:3010:30～～～～12121212：：：：00000000    

回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」

（文責（文責（文責（文責    ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）

文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー

・・・・5555 ホウホウホウホウ

「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」「へぇ～、こんな本があったんだ」と思わず言っと思わず言っと思わず言っと思わず言っ

『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて

    

『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）

著：安能著：安能著：安能著：安能

出版者：講談社出版者：講談社出版者：講談社出版者：講談社

    座座座座（毎月第（毎月第（毎月第（毎月第

日（木）に開催されました。

測定の意外な結果に

ザワ・・・ 

回）回）回）回）    

    13131313 時時時時 30303030

『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』

読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ    

ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座

（全（全（全（全 6666 回）回）回）回）

目で見て声で聴いて心が繋がる

読み聞かせのスキルを学ぶチャンス！

真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）

OBSOBSOBSOBS アナウンサー）アナウンサー）アナウンサー）アナウンサー）

加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）

毎月第 4 水曜開催

    

回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」

ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）ＭＯＧＵＲＡ）    

文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー文庫本コーナー    

ホウホウホウホウ    

と思わず言っと思わず言っと思わず言っと思わず言っ

『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて『読んでほしい・借りて

『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）『封神演義』（上）（中）（下）    

著：安能著：安能著：安能著：安能    務務務務    

出版者：講談社出版者：講談社出版者：講談社出版者：講談社    

（毎月第（毎月第（毎月第（毎月第 3333 木曜木曜木曜木曜））））

日（木）に開催されました。 

測定の意外な結果に 

30303030 分分分分    ～～～～    

『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』『食品に含まれる糖分、塩分』    

ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座ステップアップ講座    

回）回）回）回）    

目で見て声で聴いて心が繋がる 

読み聞かせのスキルを学ぶチャンス！ 

真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）真由美（読み聞かせ講師）    

アナウンサー）アナウンサー）アナウンサー）アナウンサー）    

加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）加（テレビキャスター）    

水曜開催） 

回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」回「読み聞かせの意義・著作権について」    

    

6666

））））    

 

    

    

第１回第１回第１回第１回

    6666 月月月月

午前の部午前の部午前の部午前の部

午後の部午後の部午後の部午後の部

※午前の部の※午前の部の※午前の部の※午前の部の

※午後の講座の内容は午前と

なります

花花花花こづちシアターこづちシアターこづちシアターこづちシアター

6666 月上映月上映月上映月上映スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

焙煎されるコーヒーの深い魅

力を香りとともに・・・

第１回第１回第１回第１回・第・第・第・第 2222 回回回回（（（（

月月月月 10101010 日（金日（金日（金日（金

午前の部午前の部午前の部午前の部    11111111

午後の部午後の部午後の部午後の部    13131313

※午前の部の※午前の部の※午前の部の※午前の部の受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。

※午後の講座の内容は午前と

なります 

6666 月月月月 5555 日（日（日（日（日日日日

「京都御所「京都御所「京都御所「京都御所

～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」

                                                            

6666 月月月月 12121212 日（日（日（日（

「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん

                                                            

6666 月月月月 19191919 日（日（日（日（

    

「加奈子のこと」「加奈子のこと」「加奈子のこと」「加奈子のこと」

                                    

6666 月月月月 26262626 日（日（日（日（

「世界名作劇場「世界名作劇場「世界名作劇場「世界名作劇場

                                    

こづちシアターこづちシアターこづちシアターこづちシアター

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

募

コーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナー

焙煎されるコーヒーの深い魅

力を香りとともに・・・

（（（（各各各各定員定員定員定員 10101010

日（金日（金日（金日（金））））    

11111111：：：：00000000～～～～12121212

13131313：：：：30303030～～～～14141414

受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。

※午後の講座の内容は午前と

日（日（日（日（日日日日））））14141414：：：：00000000

「京都御所「京都御所「京都御所「京都御所    

～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」

                                                            （（（（

日（日（日（日（日日日日））））14141414：：：：00000000

「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん

ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」

                                                            （（（（

日（日（日（日（日日日日））））14141414：：：：

「加奈子のこと」「加奈子のこと」「加奈子のこと」「加奈子のこと」    

                                    （（（（33333333

日（日（日（日（日日日日））））14141414：：：：00000000

「世界名作劇場「世界名作劇場「世界名作劇場「世界名作劇場    

赤毛のアン」赤毛のアン」赤毛のアン」赤毛のアン」

                                        （（（（

こづちシアターこづちシアターこづちシアターこづちシアター    

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

募 集 

コーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナー

焙煎されるコーヒーの深い魅

力を香りとともに・・・

10101010 名）名）名）名）    

12121212：：：：30303030    

14141414：：：：30303030    

受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。

※午後の講座の内容は午前と同じ内容と

00000000～～～～    

～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」～秘められた千年の美～」    

（（（（58585858 分）分）分）分）    

00000000～～～～    

「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん「ブルーナのおはなしえほん    

ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」ミッフィーのゆめ」    

（（（（35353535 分）分）分）分）    

：：：：00000000～～～～    

33333333 分）分）分）分）    

00000000～～～～    

赤毛のアン」赤毛のアン」赤毛のアン」赤毛のアン」    

（（（（90909090 分）分）分）分）    

コーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナーコーヒーセミナー    

焙煎されるコーヒーの深い魅

力を香りとともに・・・ 

受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。受付は終了いたしました。    

同じ内容と

    



 



 


