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娘の味　残るは食欲３　

その症状は天気のせいかもしれません

　阿川佐和子　著
マガジンハウス　刊

福永篤志　著
医道の日本社　刊

　家族で囲んだすき焼き、梅干し
入りおみそ汁、モンゴルで食べた
ラクダのつま先。慣れ親しんだ味
からちょっと不思議な味まで、著
者の周りは食べ物でいっぱい。後
書きには食べることをこよなく愛
した父との切ないけれどクスッと

笑えるエピソードも。昨年 8 月、息を引き取る前日の父に「ま
ずい…」と言わせた料理とは…。
　読み終える頃にはお腹がグゥーとなりそうな食べ物エッセ
イの第３弾。

　病は天気から！「イライラ」「頭
痛」「腰痛」「関節痛」「ぜんそく」「ア
レルギー」「心筋梗塞」「脳卒中」「白
内障」「インフルエンザ」「熱中症」
…これらの疾患・症状は、天気と
関係しているかもしれません。
　本書は、気象予報士の資格を持

つ医師が天気予報から得られる情報をもとに、病気を予防す
るための方法について分かりやすく解説した実用書です。
　何気なく見ている天気予報を体調管理に役立ててみては。
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西合志図書館
マインドシアター
と　き　４月 23 日（土）午後 2 時～
ところ　集会室
題　名　「ムーミン～ママの巻～」（約 100 分）
おはなし会
と　き　毎週土・日曜日　午後 2 時～
ところ　おはなしの部屋
※４月 23 日（土）はありません。
朗読と語りを楽しむ
と　き　４月 16 日（土）午前 11 時～
ところ　おはなしの部屋

ヴィーブル図書館
おはなし会
と　き　毎週土曜日 　午後 2 時 30 分～
ところ　おはなしコーナー

赤ちゃんのためのラッコちゃんおはなし会
と　き　毎月第 3 木曜日　午前 11 時～
　　　　（30 分程度）
ところ　�ヴィーブル 1 階 

福祉会館　休養娯楽室

異郷の友人 上田　岳弘　著
わたしの宝石 朱川　湊人　著
６月 31 日の同窓会 真梨　幸子　著
倒れるときは前のめり 有川　浩　著
蓮の数式 遠田　潤子　著
バビロンの秘文字　１・２ 堂場　瞬一　著
ガラパゴス　上・下 相場　英雄　著
絶筆 野坂　昭如　著
絶対にすべらない！披露宴のあいさつ集 立山　章雄　編
はだれ雪 葉室　麟　著

「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 茂木　健一郎　著
赤ちゃんに贈るすこやか名前事典 赤ちゃんとママ社　編
御朱印アートブック 菊池　洋明　編
特急列車の謎とふしぎ ＰＨＰ研究所　編
なんでも英語で言えちゃう本 青木　ゆか　著
47 都道府県・温泉百科 山村　順次　著

ちょっとそこまで、冒険に。 ワシントン・Ａ他　作
なぞのじどうはんばいき さとう　まきこ　作
エイプリルと魔法のおくりもの あんびる　やすこ　作
サッカー教室　テクニック編 名波　浩　監
星と星座のふしぎ 荒舩　良孝　著
遠野物語 柳田　國男　原作
家族だからって、わからないこともある。 レフ・Ｔ他　作
10 分で読める少年探偵団と怪事件 江戸川　乱歩　原作
ウォーリーと 16 人のギャング リチャード・Ｋ　ぶん
おかしなもりのおかしないえ 中村　徹　作
ねこのビートはじめてのがっこう エリック・Ｒ　作
しあわせないぬになるには ジョー・Ｕ　作
ブルくんのだいじなひ キャンデス・Ｆ　さく
ポテトむらのコロッケまつり 竹下　文子　文
うめじいのたんじょうび かがくい　ひろし　作
あつまれ！どうぶつ１００ 内山　晟　写真

図書館だより

西合志図書館　☎ 242-5555　ヴィーブル図書館　☎ 248-5754　　泉ヶ丘市民センター図書館 ☎ 247-1315
※４・５月の休館日は 23 ページのお知らせカレンダーをご覧ください。

※移動図書館車の貸し出し時間は約 20 分です。
　早めにお越しください。移動

ひまわりドンちゃん号
図書館車巡回

月　日 巡　回　地 時間

５月 10 日
（火）

菊香園 2 号館
くぬぎ園・白鳩園
ケアハウス菊香園

13:30
14:00
14:40

５月 11 日
（水）

合志中央団地
みどり館
合生文化会館
黒松区公民館
上生区禁酒記念碑前

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

月　日 巡　回　地 時間

４月 12 日
（火）

菊香園 2 号館
くぬぎ園・白鳩園
ケアハウス菊香園

13:30
14:00
14:40

４月 13 日
（水）

新開区公民館
黒石区公民館
黒石市民センター
農研宿舎 A 棟前

13:30
14:00
14:30
15:00

月　日 巡　回　地 時間

４月 19 日
（火）

みずき台集会所予定地
東須屋区公民館
須屋市民センター
上須屋学習センター
ふれあい館

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

４月 26 日
（火）

南陽区公園前
西須屋団地集会所前
ダイワハウス分譲地入口
県営住宅区 5 棟前駐車場
橋ノ元街区公園入口

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

星空観望会
と　き　毎週土曜日　午後7時30分～9時30分
　　　　（受付は９時まで）
ところ　西合志図書館天文台
　　　※雨天・曇天の場合は中止します。
　　　※参加費無料
問い合わせ先　西合志図書館

春のワクワクおはなしデー フルートで贈るおはなし会
を開催しました◦と　き　５月 8 日（日）　午前 10 時～午後４時

◦ところ　ヴィーブル２階

　昨年大好評だった「春のワクワクおはなしデー」
をことしも開催します。小さな子どもから大人まで
家族で楽しめるコーナーが盛りだくさん。ぜひ、皆
さんで遊びに来てください。

　2月13日、西合志図書館で、フルートで贈るおは
なし会を開催しました。
　フルート奏者にデュオ・ドレミの松村光子さん・
吉村洋子さんを招き、子どもから大人まで 52 人が
来場。生演奏をＢＧＭに、詩や絵本が朗読されました。
　参加者はフルートの優しい音色に包まれながら本
の世界を楽しみ、ぜいたくなひと時を過ごしました。【昨年の様子】

主人公体験「わくわく桃太郎」

フルートの音色と共に
おはなしの世界を楽しむ参加者の皆さんペーパー工作 おはなしワンダーランド

４月の星空
　日増しに暖かくなりますが、夜空の星
からも春が感じられるようになりました。
　4 月 17 日から 18 日にかけて、日の
入り後の南東の空でひときわ明るく輝く
木星に満月前の月が最接近します。木星
を目印にして、月が空を移動していく様
子に注目してみては。


