令和元年８月号

発行 沢井市民センター（沢井２－６８２）
電話・ＦＡＸ ７８－８３０４

沢井市民センタープール

開設期間：８月３１日（土）まで（開設期間内無休）

利用料金：無料

・小学校２年生以下のお子様は保護者の同伴が必要です。
また、おむつの取れていない乳幼児は入れません。
・コインロッカーをご利用の際には１００円硬貨が必要です。（利用後返却されます）
【問い合わせ】沢井市民センタープール（直通）７８－８８７３

第５９回三田地区市民運動会

９月１５日（日） 午前９時開会です！

今年度は

●会 場 青梅市立第六小学校 校庭
午後２時１５分頃から
を開催します！

① 伝言ゲーム

●雨天中止

【参加対象】１チーム５名･６０歳以上

② ４×１００ｍリレー【参加対象】１チーム４名･小学５年生以上
参加受付…運動会当日の昼休みのみ（午前１１時５５分頃 予定）
参加賞あります！皆さんの参加をお待ちしています！

令和元年度青梅市総合防災訓練
・日

時

令和元年８月２５日（日）午前８時から午前１０時まで

・会

場

青梅市立今井小学校

・内

容

応急給水体験、非常食体験、防災機関による各種演習の見学

・その他

校庭等（今井２丁目９４７番地１）
等

当日、訓練の一環として青梅市内全域で緊急速報メール・
青梅市メール配信サービスを活用したメール配信を実施します。

子育て広場｢ぽっぽ｣をご利用ください

指導員がベビートイ、ブロック等を用意してお待ちしています！
・対

象

保護者同伴の乳幼児

・会

場

沢井市民センター和室

・開設日時

毎月第１月曜日（８月５日､９月２日､１０月６日…）午前１０時から正午まで

・問 合 せ

子ども家庭支援課

手軽に作れる燻製料理に挑戦！

桜チップの燻製教室 8/10〜受付スタート
●桜チップの燻製教室
・日時

９月８日（日）午前１０時から正午頃まで

・会場

沢井市民センター 第１会議室

☆申込みは８月１０日から沢井市民センターへ直接または
電話にて承ります。詳しくは回覧チラシをご覧ください。

【今後の予定】
・８/２５（日）桜のデコパージュ教室
（申込みは８月１０日まで。但し
満席の場合はご容赦ください。）
・１０/１９（土）植樹祭

8月号
■新しく入った本を紹介します■
≪一般書≫
● 僕とぼく

● 暁天の星
葉室 麟／著 (PHP研究所)

● 芥川賞ぜんぶ読む 84年間180作品

● 50歳からのおしゃれを探して

菊池 良／著 （宝島社）

後藤 由紀子／著 (KADOKAWA)

● 女の偏差値

● 簡単にはじめるぬか漬けの教科書

林 真理子／著 （マガジンハウス）

塩山 奈央／著 (世界文化社)

● 美しき愚かものたちのタブロー

● 図解わかる生命保険 2019-2020年版

原田 マハ／著 （文藝春秋）

ライフプラン研究会／編著 (新星出版社)

● 地域をまわって考えたこと

● 女はいつも四十雀
林 真理子／著 （光文社）

小熊 英二／著 (東京書籍)

● 待ち遠しい

● 自分のほめ方の教科書

柴崎 友香／著 （毎日新聞出版）

須藤 久美子／著 (コスミック出版)

● 静かな雨

● 元号読本

宮下 奈都／著 (文藝春秋)

● 恋女房

● 鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」

鳥羽 亮／[著] (幻冬舎)

鎌田 實／著

● 本屋のワラシさま

（集英社）

● 宮本常一

伝書鳩のように
宮本 常一／著 （平凡社）

霜月 りつ／著 (早川書房)

● 鎌倉・流鏑馬神事の殺人

● 八百屋とかんがえるオーガニック

西村 京太郎／著 (KADOKAWA)

● 完本妻は、くノ一 5

warmerwarmer／著 (KTC中央出版)

国境の南/濤の彼方

● 言の葉連想辞典
あわい／絵，遊泳舎／編 (遊泳舎)

(KADOKAWA)

● 三匹のおっさん

「大化」から「令和」まで全248年号の読み物事典

所 功/編著，久禮 旦雄/編著，吉野 健一/編著(創元社)

飛猿彦次人情噺

風野 真知雄／著

妹の命が奪われた「あの日」から

川名 壮志／著 (新潮社)

[1]

/

[ふたたび]

● 社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった

有川 浩／著 (新潮社)

香取 貴信／著

(あさ出版)

≪児童書≫
● 海の生きものつかまえたらどうする?
● とおいまちのこと
杉本 幹／文，松橋 利光／写真，こば ようこ／絵 （偕成社）

● しあわせって、なに?

重松 清／日本版監修

● スイッチ! 4

ものがたり
ものがたり

深海 ゆずは/作， 加々見 絵里/絵

かがくのとも絵本

伊藤 比呂美／文，片山 健／絵 (福音館書店)

● 字のないはがき

えほん
えほん

えほん

（角川つばさ文庫 ） 向田 邦子/原作，角田 光代/文，西 加奈子/絵 (小学館)

● タコやん

（日本傑作絵本シリーズ）
富安 陽子／ぶん，南 伸坊／え (福音館書店)

● たぬきのひみつ
加藤 休ミ／作 (文溪堂)

nakaban／作，植田 真／絵 (佼成出版社)

● なっちゃんのなつ

アヴィ／著，青山 南／訳 (ほるぷ出版)

えほん

● みなとまちから

オスカー・ブルニフィエ／文，西宮 かおり／訳，カトリーヌ・ムリス／絵，(朝日出版社)

● ぼくがいちばんききたいことは

植田 真／作，nakaban／絵 (佼成出版社)

● すきすきすき
織茂 恭子／作 (アリス館)

● ねずみとおうさま
えほん

みたちゃんのおはなしのじかん
日時：８/17(土)10時〜大人向けレクチャー/ 11時〜お話会
場所：沢井市民センター和室 （２階）
対象：幼児と保護者（小学生もどうぞ）

えほん

ものがたり

コロマ神父/ぶん，石井 桃子/やく，土方 重巳/え(岩波書店)

■ 8月の休館日

19日（月）
20日（火）

発
行/ 青梅市沢井図書館
電話番号/ ７４−９０２６
開館時間/ 午前９時〜午後５時

