文化のひろば

図書館だより

美術館だより
（高梁市歴史美術館）

イベント情報
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小企画展 御前神社の神像と歴史
とおばら
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日時 ４月 29 日（木）①午後１時 30 分～２時 30 分
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像彫刻として岡山県重要文化財に指定されました。
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山田方谷が４歳の時に揮
山田方谷が４歳の時に
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ふきのとう

ほうのうがく

た 奉 納額
納額が新たに発見されま
が新たに発見されま

日時 ５月 1 日（土）午後２時～２時 30 分

した。中央に大きく「国土安

申し込み 自由参加（定員 20 人・参加費無料）
人・参加費無料）

４歳だった方谷のかわいらし

でーれー栄町商店街マルシェ

い手形が残されています。同

日時 ５月２日（日）午前 10 時～午後３時

時期に書かれた奉納額２点と

場所 栄町商店街

あわせて公開していますので、

申し込み 自由参加（参加費無料）
（参加費無料）

こちらもぜひご堪能ください。

ビ ー エ ム エックス

ＢＭＸパフォーマンスショー

神倚像」
、平成 30 年に指定された「木
年に指定された「木造男神坐像」は、

場所 高梁市図書館駅東第２駐車場

目の表現や襟元に共通した表現が見られ、同

申し込み 自由参加（参加費無料）
（参加費無料）

時期に制作されたと考えられます。

夜のとしょかんぬいぐるみのおとまり会

現在、高梁歴史美術館で開催している小企

日時 ５月４日（火）午後１時～２時

画展「御前神社の神像と歴史」では、こうし
た資料を一堂に展示しています。普段は私た
ちが目にすることのない神像の揃い踏みで

施設

内容

場所 高梁市図書館４階多目的室
申し込み 自由参加（定員 30 人・参加費無料）
人・参加費無料）

高梁市歴史美術館☎ 21--0180
小企画展「御前神社の神像と 午前９時～午後５時
一般…400 円
火曜日休館（ただし５月４日は
歴史」
（６月 21 日（月）まで） （入館は午後４時 30 分まで） 小・中学生…200 円
開館し、６日（木）休館）
高梁市成羽美術館☎ 42--4455

「美の世界を拓く 千住博」展
月曜日休館（ただし５月３日
５月３日（月・
（７月 24 日（土）まで）
祝）は開館し、６日（木）休館）

午前９時 30 分～午後５時
（入館は午後４時 30 分まで）

一般…1000 円
学生…500 円

吉備川上ふれあい漫画美術館 コ ー ナ ー 展 示 「 こ の マ ン ガ が
一般…500 円
午前９時～午後５時
☎ 48--3664
高校・大学生…400 円
すごい！2021男女ベスト５」
（入館は午後４時 30 分まで）
小・中学生…300 円
金曜日休館
「コロナ禍マンガ ミニ特集」
常設のみの施設：山田方谷記念館・高梁市郷土資料館☎ 22-1479 ／景年記念館☎ 21-1516
（社会教育課）
入館無料の対象：市 内在住の小・中学生（学校休業日に利用する場合）／障がい者手帳を持つ人と介助者１人／
市内在住の 65 歳以上（高梁市成羽美術館は対象外）

33

Ｒ3 (2021) ４月

おはなし会

日時 ５月 8 日（土）午後３時～３時 30 分

入館料

春風亭昇太 著 幻冬舎 出版

現在は当たり前に使っているもの、昔はどんな姿
本独自のアイデアが光る、江戸～昭和時代に誕生し

おはなしたまてばこ

開館時間

一般書

※両日参加をお願いします。

持ち物 ぬいぐるみ

※開館日や開館時間が変わる可能性があります。

これなあに？

だったのでしょう。炊飯器、洗濯機、電話機…、日

申し込み 参加券を配布（定員８人・参加費無料）

（左）
木造男神坐像 （中央）
木造武神倚像
（右）
木造童形神坐像

昔のくらし昔の道具

５日（水）午後２時～３時
場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー

す。この機会にぜひご覧ください。

各施設の展示一覧

今月のおすすめ図書

日時 ５月３日（月）①午前 11 時～②午後 1 時～

奉納額

く

針葉樹の一
針葉樹の
一 木造
木造で内側の
で内側の刳
刳 りぬきはされていません。

午前９時～午後５時 開館（月曜日休館）

場所 高梁市図書館４階よみきかせスペース

全」と書かれ、左下には当時

もくぞうだんしん ざ ぞう

いちぼくづくり

よみきかせ

問成羽図書室☎ 42-2589

こ

もく ぞう どう ぎょう しん ざ ぞう

平成 28 年に指定された「木
年に指定された「木造童 形 神坐像」
「木造武

申し込み 参加券を配布（定員各回５人・参加費無料）
（定員各回５人・参加費無料）

御 前 神 社 の 本 殿 内 部 か ら、

申し込み 自由参加（参加費無料）

と も

群のうち３体が鎌倉時代前期の制作とされ、優れた神

場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー

場所 たいこまるプラザ２階市民活動室３

ふくだ

近年行われた調査により、御前神社に伝来する神像

  ②午後３時～４時

日時 ５
５月８日
月８日（土）午前 10 時～ 11 時

     福福田田 都都模子 さん

びたび寄進を受けています。

山田方谷 4 歳の奉納額

読みきかせと工作遊び

有漢図書室

述により明らかになっています。備中松山藩主による

新発見！

うぐいす

問高梁市図書館☎ 22-2912

午前９時～午後９時 開館（年中無休）

第４次高梁市子ども読書活動推進基本計画
読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を
高め、想像力を豊かなものにし、他者への理解を
深め、人生をより良いものにしながら生きる力を
身に付ける上で大切なものです。
このたび、
「第４次高梁市子ども読書活動推進基
本計画」
（令和３～７年度）を策定しました。
市民、関係機関・団体など、あらゆる立場の皆さ
んとともに、子どもの読書活動の推進に取り組んで
いきますので、ご理解とご協力をお願い
します。

問社会教育課☎ 21-1514

た道具の歴史をイラストで紹介します。いま見るか
らこそ面白い、暮らしの道具の移り変わりも学べる
一冊です。

問有漢図書室☎ 57-2013

午前９時～午後５時 開館（月曜日休館）
※月曜日が祝日の場合は翌火曜日休館

ヨモカ（移動図書館車）５月運行日
川面地域市民センター
西山郵便局横
コミュニティハウス湯野荘
津川地域市民センター
第３水曜日
（19 日）
落合地域市民センター
第１・３木曜日 松原地域市民センター
（６日・20 日） 宇治地域市民センター
第 2・４火曜日 玉川地域市民センター
（11 日・25 日） 吹屋連絡所
第２・４水曜日 川上ふるさとプラザ
（12 日・26 日） 日名神楽公園

10:40 ～ 11:25
14:15 ～ 14:45
15:15 ～ 15:45
13:４０ ～ 1４:１0
1５:３0 ～ 16:１５
1１:１５ ～ 1２:００
14:３0 ～ 15:１５
10:00 ～ 1０:４５
14:３０ ～ 1５：１5
1３:４5 ～ 1４:30
15:45 ～ 1６:15

第２・４木曜日
巨瀬地域市民センター
（13 日・27 日）

10:００ ～ 1０:４５

第２・４金曜日 高倉地域市民センター
（14 日・28 日） 中井地域市民センター

1２:３0 ～ 1３:０0
1３:３０ ～ 1４:０0

第３火曜日
（18 日）

※４月から場所・時間を変更している箇所があります
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