大井 良治

蕗の薹句会

窓越しの狭庭にけぶる鉢の藤

互選

心映 の投句

俳句・短歌教室の詠歌紹介

暖かや畑は村の憩ひの場

岩井 童子

西田 真美

建部三由紀選

焦がしけり男所帯の目刺焼き

松岡 蔦枝

鬼杉赤池俳句教室

蕨 売る達者お婆のほまちかな

二宮

わらび

宿題を忘れて遊ぶ遅日かな

小野 美幸

正人

堰を越す水の声聞く猫柳

加藤きみ子

せき

春風の遊ぶと見えて荒れにけり

清原サヨ子

芽生

一瞬の風に舞ひ散る桜かな

小五西田

倉石嘉代子

弁当の楽しさ広げ遠足児

選 者 吟

祖母と孫内緒話に夏近し

日高八重子

鳥雲に千本鳥居朱を連ね

はな俳句会

一年の行事予定の決る春

山本ヨシ子

養老孟司／文（新日本出版社）

ランドセル背中光って一年生

虫っておもしろい！どうな ヴォドニークの水の館
るの？虫がいなくなったら まきあつこ／文（BL 出版）

落合 束太

小柴大輔／著（ダイヤモンド社）

シャーロット・ギラン／文（化学同人）

自選

対比思考

柳田理科雄／著（KADOKAWA）

藤井耿之介
婆ニャン
春
香
想
史
檜
幽可

子どもと一緒に覚えたい
木の実の名前

ジュニア空想科学読本 22 木は何を見てきたの？

福岡県でも有数の規模を誇る
横穴式石室を持つことで有名な
伊方古墳。 遠賀川流域の古墳・
遺跡同時公開に合わせ石室内
の公開を行いました。 今回も2日
間限定の一般公開を行い、 例
年に比べて町内から多くの古墳
ファンが一目見ようと訪れました。

あ

山政小山園／著（淡交社）

小南陽亮／監修（マイルスタッフ）
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おうちでかんたん
ごちそう抹茶ドリンク

児童書

一般書

余命 3000 文字

を

びる

子ども向け上映会「新・恐竜大進撃」を予定。お楽しみに！

新着本

方城句会

の

● 大人向け上映会
「ジュリーと恋と靴工場」と

4 月17・18日に一般公開

村崎羯諦／著（小学館）

保

かび

来月のふくちのちは…！？

イベントが中止になる場
合もあります。皆さまの
ご理解をお願いします！

伊方古墳

青黴やカネミ油症は永劫に
服従のスガモプリズン残花なほ
さりげなく貴方の左で腕絡ませて
川風の野蒜の花につい見とれ
抜かれても姫には夢中吾の鼻毛

NEXT MONTH
INFORMATION

翌月のイベントを少しだけ紹介！

豊 田

6/27（日）11:00 -11:30

社訓読み襟を正して入社式

●横穴式石室を持つ横穴墳墓

◆ スタッフのおはなし会 ➌

チエ

NO：034

植木

２階 多目的室

DATE： Jun.2021

春惜しむ介護施設へ入所決め

「映画 すみっコぐらし」
6/26（土）14:30 -15:45

馬郡 京子

☎

た

子ども向け

あま

◆ 上映会

ふくちのち公式ホームページ内に「図書館」
のページを新しく追加しました。銀行の通
帳のように機械で借りた本の記録を残せる
読書通帳について紹介。読書通帳の作成
方法や読書通帳機で読書通帳に印字する
様子の動画もあります。ぜひご覧ください。

老いるとは数多の別れ春惜む

6/20（日）11:00 -11:30

こ

「図書館」ページを追加！

◆ スタッフのおはなし会 ➋

藤本 鈴子

ふくちのち公式ＨＰで「読書通帳」について紹介

つま

6/13（日）11:00 -11:30

せんてい

◆ スタッフのおはなし会 ➊

剪定に懸命の夫夢で逢ふ

場所 1 階 ものづくりラボ
▲
参加費 300 円（1 個作成分）
▲ 1家族 2 個まで

２階 多目的室（各日ともに）
※お一人様 1日のみ申込可能

山田 花子

※各回１家族限定（事前申込）
（小学 2 年生以下は保護者同伴）

しゃぼん玉年を忘れて児と遊ぶ

「アイネクライネ ナハトムジーク」
6/12（土）14:30 -16:35
6/19（土）14:30 -16:35

▶金田駅を会場にアクション
撮影体験の取材に行ってき
ました。ドラマや映画さなが
らの撮影に、参加者も気分
を乗せられたのか名演技を
披露。家族連れでの参加者
で、子どもたちをかばって
打たれるお父さんの勇姿に
感動し、その後、ロケットラ
ンチャーを発射し撃退する
壮絶ストーリーに私もワクワ
クしてしまいました。
（世良）

み

大人向け ☎

にを

▲

山藤のかがよふ影か鳰が水尾

◆ 上映会

藤井耿之介

6/6（日）11:00 -11:30
１階 ワクワクワ広場

▲

花桃を傘にかざして仏生会

◆ 子どもの折り紙教室

10㎝以内の手書きのイラストを元 日にち 6 月6 日（日）
6 月13日（日）
に、カッティングマシンでシールを
6 月 20 日（日）
切り、ステンシルシートを作ります。
6 月 27 日（日）
トートバッグに好きな色のインクを
ステンシルシートの上からスポンジ 時間 ① 14 時 00 分～
② 15 時 00 分～
を使って塗ると、オリジナルバッグ
③ 16 時 00 分～
の出来上がりです。

山本ひろし

…要申込

足元の風に色あり芝桜

バッグづくり

宮崎富美子

…有料

PICK UP

買い物袋などちょっとしたお出かけに！

すぼ

ふくちのちイベント

▶ 今年度の「全国広報コン
クール表彰式」に出席する
はずでしたが、コロナ第４
波の影響で中止になった
今。昨年度の学生たちが、
「日頃の成 果を発 揮した
り、実感する機会をコロナ
に奪われた本当の痛み」が
少しわかったような気がし
ます。心の底から、新型コ
ロナ感染症の早期収束を
願って止みません。
（藤本）

公達の供養せむとて熊谷草

開館時間 10:00 -17:30 ／福智町赤池970-2 ／☎ 28-2855

髙津 澄子

ふくちのち便り

、開
大防止のため
※ 感染症の拡
を中
ト
ン
よびイベ
内容の変更お
あります。
止する場合が

甘茶受け口を窄める孫の顔

】
【 6 月の休館日
）
（火）15 日（火
日
8
）
1 日（火
日（火）
22 日（火） 29
館
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