
開館 ９時３０分～１９時

休館 木曜／祝日／月末整理日ほか

住所 江田島市能美町中町３３７４－１２

電話 ４５－００７５ FAX ４５-００７７

ＨＰ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

○○○○おはなしレストランおはなしレストランおはなしレストランおはなしレストラン
①①①① ６６６６日日日日（（（（火火火火））））
②②②② ２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））
午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分

○○○○ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場
１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））午後午後午後午後2222時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分
「「「「浜辺浜辺浜辺浜辺のののの宝物宝物宝物宝物でででで夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出づくりづくりづくりづくり」」」」
※※※※くわしくはくわしくはくわしくはくわしくは中中中中ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

○○○○カンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶカンガルーくらぶ
１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分
ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなしちゃんのおはなし会会会会

○○○○読書会読書会読書会読書会
１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時
『『『『奇跡奇跡奇跡奇跡はつばさにはつばさにはつばさにはつばさに乗乗乗乗ってってってって』』』』源和子源和子源和子源和子////著著著著

○○○○ＮＬＳＮＬＳＮＬＳＮＬＳ

１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土）））） 午後午後午後午後４４４４時時時時～～～～６６６６時時時時

「「「「癒癒癒癒しのしのしのしの音楽音楽音楽音楽のひとときのひとときのひとときのひととき」」」」

○○○○チクチクさんチクチクさんチクチクさんチクチクさん

２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火）））） 午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～３３３３時時時時

「「「「羽子板羽子板羽子板羽子板のののの正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり」（」（」（」（１１１１／／／／４４４４回目回目回目回目））））

○○○○アートアートアートアート

２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土）））） 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時

第１４3号 平成２８年9月1日
9999月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定

○能美図書館○

読んでみて！

日 月 火 水 木 金 土

1111 2222 3333
4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010
11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717
18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424
25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

９月は祭礼があ

るため、休館日

が変わります。

市内市内市内市内のののの図書館図書館図書館図書館・・・・室室室室でででで、、、、今年今年今年今年もももも

がががが始始始始まりますまりますまりますまります！！！！

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））

～～～～１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））

期間中期間中期間中期間中、、、、本本本本やややや雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、まんがまんがまんがまんが

をををを借借借借りたりたりたりた数数数数だけスタンプをだけスタンプをだけスタンプをだけスタンプを集集集集

めめめめ、、、、スタンプがスタンプがスタンプがスタンプが３０３０３０３０個個個個たまったたまったたまったたまった

らららら、、、、先着先着先着先着５００５００５００５００名様名様名様名様にににに記念品記念品記念品記念品のののの

トートバックをプレゼントトートバックをプレゼントトートバックをプレゼントトートバックをプレゼント！！！！

みんなみんなみんなみんな、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん借借借借りてりてりてりて帰帰帰帰っっっっ

てねてねてねてね。。。。

『『『『カヌーカヌーカヌーカヌー＆＆＆＆カヤックをカヤックをカヤックをカヤックを楽楽楽楽しむしむしむしむ』』』』
～川・海・湖で漕ぐための

必修技術＆知識集～

内田正洋/監修

ﾓﾝﾍﾞﾙ･ｱｳﾄﾄﾞｱ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ/監修

水との一体感を楽しむこ

とができるカヌーやカヤック。

その基礎知識から選び方、

必要な道具、川・海・湖で

の漕ぎ方までを、豊富な写

真を交えて丁寧に解説す

る。

『『『『のぞくのぞくのぞくのぞく』』』』
天野祐吉/文

後藤田三朗/写真

大社玲子/絵

福音館書店

人はどうして穴をのぞく

のかな。

穴の向こうには何がある

のかな・・・。文・写真・

絵によるトリオのハーモ

ニー。不思議な視覚と

触覚の効果をもたらし、

心の奥まで響く斬新な

スタイルの絵本。

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著作者著作者著作者著作者などなどなどなど

四百三十円の神様 加藤　元/著

鯨分限 伊東　潤/著

その者。のちに・・・０１ ナハァト/著

去就 今野　敏/著

１００万分の１回のねこ 江國　香織/著

東京会館とわたし　（上・下） 辻村　深月/著

アンマーとぼくら 有川　浩/著

コンビニ人間 村田　沙耶香/著

視える女 ベリンダ・バウアー/著

万能鑑定士Ｑの最終巻 松岡　圭祐/著

柳に風　（新・酔いどれ小籐次　５） 佐伯　泰英/著

夕涼み　（秋山久蔵御用控　２７） 藤井　邦夫/著

木乃伊の気　（口入屋用心棒　３５） 鈴木　英治/著

京都寺町三条のホームズ　５ 望月　麻衣/著

宗教 ねこ禅 菅原　研州/監修

喰い尽くされるアフリカ トム・バージェス／著

金正日秘録 李　相哲/著

「核なき世界」の終着点 吉野　直也/著

両親の送り方 宮子　あずさ/著

教育 子どもの「書く力」は家庭で伸ばせる 高浜　正伸/著

自然科学 ペンギンの楽園 水口　博也/著

健康 １０日間でやせ体質に生まれ変わる野菜レシピ 岸村　康代/著

生活 もっと使える！ジップロックで暮らし上手 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶対はずせない！！神曲アニソン大全集　２０１６ ケイ・エム・ビー/出版

カヌー＆カヤックを楽しむ 内田　正洋/監修

芸術 吉田博作品集 吉田　博/画

手記 みつえばあちゃんとボク 岡野　雄一/著

おばあちゃんは木になった 大西　暢夫/写真・文

水不足のサバイバル スウィートファクトリー/文

これから戦場に向います 山本　美香/写真と文

親子で学ぶサッカー世界図鑑 スクワッド/出版

スタジオジブリの生きものがいっぱい スタジオジブリ/監修

そんなときなんていう？ セシル・ジョスリン/文

きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ/作・絵

のぞく 天野　祐吉/文

ママのスマホになりたい のぶみ/さく

みんなにゴリラ 高畠　那生/作

趣味

よみもの

絵本

小説

小説
（文庫）

社会



９月の

ミニ図書館

今月の運転手はははは

ライムちゃんライムちゃんライムちゃんライムちゃん

９月 ７日（水）
２１日（水）

三高会館
１１時～１２時

「「「「待待待待っててねっててねっててねっててね！」！」！」！」

今月の展示

今月今月今月今月はははは、、、、キャリアスタート・ウィークにキャリアスタート・ウィークにキャリアスタート・ウィークにキャリアスタート・ウィークに実習実習実習実習にににに来来来来てくれたてくれたてくれたてくれた中学中学中学中学

２２２２年生年生年生年生のののの、「、「、「、「読読読読みみみみ聞聞聞聞かせにかせにかせにかせに使使使使いたいいたいいたいいたい絵本絵本絵本絵本」」」」をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

『『『『絵本絵本絵本絵本クマのプーさんクマのプーさんクマのプーさんクマのプーさん』』』』（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ・・・・ＡＡＡＡ・ミルン・ミルン・ミルン・ミルン////ぶんぶんぶんぶん）））） 上村蓉翼千上村蓉翼千上村蓉翼千上村蓉翼千くんくんくんくん

ゆっくりまったり、自由気ままな日常を描く名作！

『『『『真昼真昼真昼真昼のののの夢夢夢夢』』』』（（（（セーラー・セーラー・セーラー・セーラー・Ｌ．Ｌ．Ｌ．Ｌ．トムソントムソントムソントムソン////文文文文）））） 丸新隼也丸新隼也丸新隼也丸新隼也くんくんくんくん

ふつうでは考えられないような絵がすごくおもしろい！

『『『『１１１１１１１１ぴきのねこぴきのねこぴきのねこぴきのねこ ふくろのなかふくろのなかふくろのなかふくろのなか』』』』（（（（馬場馬場馬場馬場のぼるのぼるのぼるのぼる////著著著著））））護山光護山光護山光護山光くんくんくんくん

化け物が仕掛けたわなとは・・・？読んでからのお楽しみ！

ぜひぜひぜひぜひ読読読読んでみてくださいねんでみてくださいねんでみてくださいねんでみてくださいね！！！！

■■■■ 自然の素材を工作の材料に！自然の素材を工作の材料に！自然の素材を工作の材料に！自然の素材を工作の材料に！

９９９９月月月月のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい広場広場広場広場にちなんでにちなんでにちなんでにちなんで、、、、自然素材自然素材自然素材自然素材をををを

使使使使ったったったった工作工作工作工作のののの本本本本をををを集集集集めましためましためましためました。。。。

浜辺浜辺浜辺浜辺のビーチコーミングからのビーチコーミングからのビーチコーミングからのビーチコーミングから、、、、木木木木のののの実実実実やややや葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ

のののの工作工作工作工作・・・・押押押押しししし花花花花などなどなどなど、、、、自然自然自然自然のののの材料材料材料材料をををを使使使使ってってってって、、、、世界世界世界世界

にににに一一一一つだけのつだけのつだけのつだけの作品作品作品作品をををを作作作作ろうろうろうろう！！！！

『『『『木木木木のののの実実実実のののの恐竜恐竜恐竜恐竜たちたちたちたち』』』』 中山圭子中山圭子中山圭子中山圭子////著著著著

『『『『森森森森のののの妖精妖精妖精妖精たちたちたちたち』』』』:::: 薬師神薬師神薬師神薬師神 宏史宏史宏史宏史////著著著著

『『『『自然素材自然素材自然素材自然素材のののの編編編編みかごづくりみかごづくりみかごづくりみかごづくり』』』』 佐々木麗子佐々木麗子佐々木麗子佐々木麗子////著著著著

『『『『木木木木のののの実実実実をををを集集集集めてリースをめてリースをめてリースをめてリースを作作作作るるるる』』』』 猪飼麻美子猪飼麻美子猪飼麻美子猪飼麻美子////著著著著

『『『『つるクラフトつるクラフトつるクラフトつるクラフト』』』』 石黒陽子石黒陽子石黒陽子石黒陽子////著著著著

『『『『四季四季四季四季のののの風景押風景押風景押風景押しししし花花花花』』』』 桑野正恵桑野正恵桑野正恵桑野正恵////著著著著

『『『『海海海海のののの工作図鑑工作図鑑工作図鑑工作図鑑』』』』 岩藤岩藤岩藤岩藤しおいしおいしおいしおい////著著著著

『『『『葉葉葉葉っぱのっぱのっぱのっぱの工作図鑑工作図鑑工作図鑑工作図鑑』』』』 〃〃〃〃

『『『『おしおしおしおし花花花花のののの工作図鑑工作図鑑工作図鑑工作図鑑』』』』 〃〃〃〃

『『『『かんたんかわいいかんたんかわいいかんたんかわいいかんたんかわいい手芸手芸手芸手芸・・・・工作工作工作工作 ６６６６』』』』 シゲトモコシゲトモコシゲトモコシゲトモコ////作作作作

『『『『どこでもどんぐりどこでもどんぐりどこでもどんぐりどこでもどんぐり』』』』 おおたきれいこおおたきれいこおおたきれいこおおたきれいこ////著著著著

このほかにもこのほかにもこのほかにもこのほかにも多数取多数取多数取多数取りそろえていますりそろえていますりそろえていますりそろえています。。。。

真夏の

怖～い映画会

9999月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場

「「「「浜辺浜辺浜辺浜辺のののの宝物宝物宝物宝物でででで

夏夏夏夏のののの思思思思いいいい出出出出づくりづくりづくりづくり」」」」

『『『『アニメアニメアニメアニメ文学館文学館文学館文学館 ２２２２ 高野聖高野聖高野聖高野聖・・・・怪談怪談怪談怪談』』』』

原作原作原作原作のののの香香香香りはそのままにりはそのままにりはそのままにりはそのままに、、、、美美美美しいしいしいしい映像映像映像映像

とととと親親親親しみやすいしみやすいしみやすいしみやすい表現表現表現表現でででで、、、、観観観観るものにるものにるものにるものに語語語語りりりり

かけるアニメーションかけるアニメーションかけるアニメーションかけるアニメーション作品作品作品作品。。。。

泉鏡花原作泉鏡花原作泉鏡花原作泉鏡花原作「「「「高野聖高野聖高野聖高野聖」、」、」、」、小泉八雲小泉八雲小泉八雲小泉八雲

原作原作原作原作「「「「怪談怪談怪談怪談」。」。」。」。

『『『『ぞくりぞくりぞくりぞくり。。。。』』』』 怪談夜話厳選集怪談夜話厳選集怪談夜話厳選集怪談夜話厳選集

～～～～九九九九つのつのつのつの呪呪呪呪われたわれたわれたわれた物語物語物語物語～～～～

友人友人友人友人とととと初詣初詣初詣初詣のののの約束約束約束約束をををを交交交交わしたわしたわしたわした翌朝翌朝翌朝翌朝、、、、

めいにめいにめいにめいに異変異変異変異変がががが起起起起きるきるきるきる「「「「変貌変貌変貌変貌」。」。」。」。上司上司上司上司にににに連連連連

れられバーにれられバーにれられバーにれられバーに入店入店入店入店したしたしたした千恵千恵千恵千恵がががが、、、、２２２２人人人人のののの

不気味不気味不気味不気味なななな女性女性女性女性にににに出会出会出会出会うううう「「「「二次会二次会二次会二次会」」」」などなどなどなど、、、、

厳選厳選厳選厳選したしたしたした９９９９つのホラーショートストーリーつのホラーショートストーリーつのホラーショートストーリーつのホラーショートストーリー。。。。

浜辺には、浜辺には、浜辺には、浜辺には、貝がらやガラスのかけら、流木など貝がらやガラスのかけら、流木など貝がらやガラスのかけら、流木など貝がらやガラスのかけら、流木など、、、、

自然の漂流物がたくさん落ちています。自然の漂流物がたくさん落ちています。自然の漂流物がたくさん落ちています。自然の漂流物がたくさん落ちています。

このような漂流物を見つけて拾い集める遊びを、このような漂流物を見つけて拾い集める遊びを、このような漂流物を見つけて拾い集める遊びを、このような漂流物を見つけて拾い集める遊びを、

ビーチコーミングと言うそうです。ビーチコーミングと言うそうです。ビーチコーミングと言うそうです。ビーチコーミングと言うそうです。

海が作った自然の材料で、夏の思い出を作ろう！海が作った自然の材料で、夏の思い出を作ろう！海が作った自然の材料で、夏の思い出を作ろう！海が作った自然の材料で、夏の思い出を作ろう！

９月１１日（日）９月１１日（日）９月１１日（日）９月１１日（日） 午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分午後２時～３時３０分

小学生以上・１６名小学生以上・１６名小学生以上・１６名小学生以上・１６名

※※※※予約が必要です。予約が必要です。予約が必要です。予約が必要です。

速報！！

１０１０１０１０月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場月のふれあい広場

「「「「第第第第１１１１１１１１回回回回 図書館図書館図書館図書館フェスタフェスタフェスタフェスタ」」」」

今年も図書館フェスタの季節がやってきます！今年も図書館フェスタの季節がやってきます！今年も図書館フェスタの季節がやってきます！今年も図書館フェスタの季節がやってきます！

皆さまお誘い合わせてご来館ください。皆さまお誘い合わせてご来館ください。皆さまお誘い合わせてご来館ください。皆さまお誘い合わせてご来館ください。

平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日）））） ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１９１９１９１９：：：：００００００００

（内容）古本リサイクル市、クラフト工作、（内容）古本リサイクル市、クラフト工作、（内容）古本リサイクル市、クラフト工作、（内容）古本リサイクル市、クラフト工作、

おはなし会、スペシャルクイズ、おはなし会、スペシャルクイズ、おはなし会、スペシャルクイズ、おはなし会、スペシャルクイズ、

ポップコーンなど。ポップコーンなど。ポップコーンなど。ポップコーンなど。

『『『『ビーチコーミングをビーチコーミングをビーチコーミングをビーチコーミングを始始始始めようめようめようめよう』』』』
～～～～海辺海辺海辺海辺でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ宝探宝探宝探宝探しししし～～～～
山田海人山田海人山田海人山田海人////著著著著 エムピージェーエムピージェーエムピージェーエムピージェー

砂浜砂浜砂浜砂浜をクシでをクシでをクシでをクシで優優優優しくすくようにしくすくようにしくすくようにしくすくように物物物物をををを探探探探すすすす

海辺海辺海辺海辺のののの遊遊遊遊びびびび、、、、ビーチコーミングビーチコーミングビーチコーミングビーチコーミング。。。。主主主主にににに、、、、

湘南湘南湘南湘南（（（（神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県））））のののの海辺海辺海辺海辺でででで拾拾拾拾えるえるえるえる美美美美しししし

いものいものいものいもの、、、、形形形形のののの面白面白面白面白いものいものいものいもの、、、、遠遠遠遠くのくのくのくの海海海海からからからから流流流流

れれれれ着着着着いたものなどをいたものなどをいたものなどをいたものなどを中心中心中心中心にビーチコーミにビーチコーミにビーチコーミにビーチコーミ

ングのングのングのングの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを紹介紹介紹介紹介。。。。

キャリアスタート・ウィークキャリアスタート・ウィークキャリアスタート・ウィークキャリアスタート・ウィーク

今年今年今年今年もキャリアスタート・ウィークにもキャリアスタート・ウィークにもキャリアスタート・ウィークにもキャリアスタート・ウィークに伴伴伴伴いいいい、、、、市内市内市内市内のののの中学生中学生中学生中学生がががが職場体験職場体験職場体験職場体験にやってにやってにやってにやって

来来来来ましたましたましたました。。。。初初初初めてのおめてのおめてのおめてのお仕事仕事仕事仕事にににに、、、、興味津々興味津々興味津々興味津々のののの表情表情表情表情でででで話話話話をををを聞聞聞聞くくくく、、、、素直素直素直素直でででで働働働働きききき者者者者のののの

中学生中学生中学生中学生のののの子子子子たちでしたたちでしたたちでしたたちでした。。。。

慣慣慣慣れないれないれないれない体験体験体験体験にににに、、、、戸惑戸惑戸惑戸惑いやいやいやいや緊張緊張緊張緊張もあったもあったもあったもあった事事事事でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。でもでもでもでも、、、、なによりもなによりもなによりもなによりも大切大切大切大切にすにすにすにす

べきべきべきべき「「「「きちんとしたあいさつきちんとしたあいさつきちんとしたあいさつきちんとしたあいさつ」」」」はしっかりできていましたはしっかりできていましたはしっかりできていましたはしっかりできていました。。。。またまたまたまた、、、、日日日日をををを追追追追うごとにうごとにうごとにうごとに仕事仕事仕事仕事にににに

積極的積極的積極的積極的になっていくになっていくになっていくになっていく姿勢姿勢姿勢姿勢にににに、、、、頼頼頼頼もしさをもしさをもしさをもしさを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。

たったたったたったたった一週間足一週間足一週間足一週間足らずのらずのらずのらずの体験体験体験体験ですがですがですがですが、、、、図書館図書館図書館図書館でのでのでのでの経験経験経験経験をををを人生人生人生人生のののの中中中中でででで活活活活かしかしかしかし

てほしいなとてほしいなとてほしいなとてほしいなと思思思思いますいますいますいます。。。。

おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！

夏休み特別講座「おはなしをつくろう」を行いました。夏休み特別講座「おはなしをつくろう」を行いました。夏休み特別講座「おはなしをつくろう」を行いました。夏休み特別講座「おはなしをつくろう」を行いました。

何もないところから文章を作るのは難しいですが、例何もないところから文章を作るのは難しいですが、例何もないところから文章を作るのは難しいですが、例何もないところから文章を作るのは難しいですが、例

えば２つの単語を組み合わせると、おもしろい発想が生えば２つの単語を組み合わせると、おもしろい発想が生えば２つの単語を組み合わせると、おもしろい発想が生えば２つの単語を組み合わせると、おもしろい発想が生

まれることがあります。まれることがあります。まれることがあります。まれることがあります。

すてきなおはなしの卵がたくさん生まれましたよ。すてきなおはなしの卵がたくさん生まれましたよ。すてきなおはなしの卵がたくさん生まれましたよ。すてきなおはなしの卵がたくさん生まれましたよ。

なお、好評につき、第３回も開催予定！お楽しみに！なお、好評につき、第３回も開催予定！お楽しみに！なお、好評につき、第３回も開催予定！お楽しみに！なお、好評につき、第３回も開催予定！お楽しみに！

『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』の締め切り迫る！の締め切り迫る！の締め切り迫る！の締め切り迫る！

児童文学誌児童文学誌児童文学誌児童文学誌『『『『小鳥小鳥小鳥小鳥』』』』（（（（第第第第１２１２１２１２号号号号））））にににに掲載掲載掲載掲載

するするするする作品作品作品作品のののの応募締切応募締切応募締切応募締切がががが迫迫迫迫っていますっていますっていますっています！！！！

９月３０日（金）まで９月３０日（金）まで９月３０日（金）まで９月３０日（金）まで

童話童話童話童話やややや童謡童謡童謡童謡、、、、おきかえおきかえおきかえおきかえ詩詩詩詩、、、、小鳥小鳥小鳥小鳥のののの絵絵絵絵なななな

どどどど、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの、、、、個性豊個性豊個性豊個性豊かなかなかなかな作品作品作品作品をおをおをおをお待待待待ちしちしちしちし

ていますていますていますています！！！！

■■■■ お仕事調べお仕事調べお仕事調べお仕事調べ
夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中、、、、市内市内市内市内のののの中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生がキャリアスタートでがキャリアスタートでがキャリアスタートでがキャリアスタートで職職職職

場体験場体験場体験場体験をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。世世世世のののの中中中中にはいろんなおにはいろんなおにはいろんなおにはいろんなお仕事仕事仕事仕事がありがありがありがあり、、、、まままま

だだだだ、、、、自分自分自分自分のののの将来将来将来将来のののの夢夢夢夢がががが決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない子子子子もたくさんいるともたくさんいるともたくさんいるともたくさんいると思思思思

いますいますいますいます。。。。

まずはまずはまずはまずは、、、、どんなおどんなおどんなおどんなお仕事仕事仕事仕事があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、調調調調べてみませんかべてみませんかべてみませんかべてみませんか。。。。

■■■■ 動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間
９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））はははは、、、、動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間動物愛護週間ですですですです。。。。

姿姿姿姿はははは違違違違ってもってもってもっても、、、、みんなみんなみんなみんな同同同同じじじじ命命命命。。。。身近身近身近身近なななな動物動物動物動物たちのたちのたちのたちの写真集写真集写真集写真集

今年今年今年今年もももも、、、、夏夏夏夏のののの恒例行事恒例行事恒例行事恒例行事「「「「怖怖怖怖～～～～いいいい映画上映画上映画上映画上

映会映会映会映会」」」」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。

開始時間前開始時間前開始時間前開始時間前からそわそわとからそわそわとからそわそわとからそわそわと落落落落ちちちち着着着着かないかないかないかない

子子子子どもたちやどもたちやどもたちやどもたちや、、、、親子連親子連親子連親子連れなどれなどれなどれなど、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが観観観観にににに

来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。エレベーターでエレベーターでエレベーターでエレベーターで２２２２階階階階にににに上上上上がるとがるとがるとがると、、、、

そこはもうホラーそこはもうホラーそこはもうホラーそこはもうホラー空間空間空間空間へのへのへのへの入口入口入口入口。。。。しっとりとしっとりとしっとりとしっとりと涼涼涼涼しくしくしくしく

なっていただきましたなっていただきましたなっていただきましたなっていただきました。。。。

上映上映上映上映したしたしたしたＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤはははは貸出貸出貸出貸出できますできますできますできます。。。。ごごごご家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも

おおおお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。


