文化のひろば

図書館だより

たかはしの歴史と美術「絵図で見る！ 知る！ 高 梁」

ヨモカ（移動図書館車）の５月運行日

江戸時代を中心に高梁の城下を描いた絵図など 18 点を展示し、
高梁の城下の歴史を紹介します。今展では、天保 10 年（1839）に
城下で起きた大火災を描いた「天保十年 松山城下火災図」を初公
開。また、常設展示「山田方谷の生涯」も同時開催しています。
会
場

期
所

５月７日
（木）
～５月２５日
（月）
高梁市歴史美術館

第 1・3 火曜日
（19 日のみ）
第 1・3 水曜日
（20 日のみ）
天保十年 松山城下火災図
（部分）

企画コーナー「猫マンガ、はじめました！」
漫画美術館では、備中松山城の猫城主・さんじゅー
ろーにちなんで、猫を特集したコーナーを開設します。
今や漫画界で一つのジャンルを形成する「猫マンガ」。
このコーナーでは、癒やし系や、時代劇、さらには猫の
飼い方を紹介する本など 50 タイトル以上が閲覧できま
す。また、開設を記念して「猫城主さんじゅーろー写真
展」を開催。お城でさんじゅーろーと触れ合ったあとは、
漫画と写真で猫を楽しみましょう。
会
場

期
所

５月７日
（木）
～６月２８日
（日） ※猫マンガコーナーは以後も継続します
吉備川上ふれあい漫画美術館エントランスホール

information

成羽美術館
☎
（42）
4455

※入館は午後４時 30 分まで
※５月７日（木）まで休館します

江戸末期から昭和の民俗資料
を展示

午前９時～午後５時（年末年始）
※５月６日（水）まで休館します

没後 90 年記念

午前９時 30 分～午後５時（月曜日）

こ じ ま とらじろう

「児島虎次郎 もうひとつの眼」 ※入館は午後４時 30 分まで
※８月 2 ３日（日）まで
※５月７日（木）まで休館します

吉備川上ふれあい 企画コーナー
午前９時～午後５時（金曜日）
「猫マンガ、はじめました！」 ※入館は午後４時 30 分まで
漫画美術館
☎
（48）
3664
～猫城主さんじゅーろー写真展～ ※５月６日（水）まで休館します
景年記念館
社会教育課
☎
（21）
1516

小・中学生…250 円

一般…400 円
小・中学生…200 円
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10:00 ～ 1０:４５
14:３０ ～ 1５：１5

第 2・4 水曜日 川上ふるさとプラザ
（13 日・27 日） 日名神楽公園

1３:４０ ～ 1４:２５
1６:００ ～ 1６:３０

第 2・4 木曜日
巨瀬地域市民センター
（14 日・28 日）

10:００ ～ 1０:４５

第 2・4 金曜日
（８日・22 日）

1２:３0 ～ 1３:０0
1３:３０ ～ 1４:０0

高倉地域市民センター
中井地域市民センター

高梁市図書館 オススメ新着図書
ハウ・トゥー

ランドール・マンロー 著

る場合、どの作物の畑に着陸
したほうが安全なのか」とい
う、普段は必要としないけど、
基づいた課題と解決策にワク

一般…500 円
高校・大学生…400 円
小・中学生…300 円

かわかみけいねん

午前 10 時～午後３時（月・水曜日）
※５月６日（水）まで休館します

一般…300 円
小・中学生…150 円

詳しくはホームページでご確認ください。

問高梁市図書館☎（22）２９１２
成羽図書館
有漢図書室
川上図書室
備中図書室

☎（42）２５８９
☎（57）２０１３
☎（48）２２０３
☎（45）４５１５

今月のおすすめ図書

ブラックホールってすごいやつ

ワクしてしまいます。

ほんま まれき

ＢＯＯＫ ＭＡＲＫ
 金原 瑞人・三辺 律子
かねはら みずひと

さんべ りつこ

一般書
編

CCCメディアハウス 出版

翻訳者による海外文学のガ
イド本です。誰もが聞き覚え

書家 川上景年の書作品を展示

早川書房 出版

「飛行機を畑に緊急着陸させ

高校・大学生…800 円
小・中学生…500 円

なお、成羽図書館は成羽複合施設内への移転準
備のため、当面の間休館します。

～ バカバカしくて役に立たない暮らしの科学～

知っておくと面白い、科学に

※団体 20 人以上は２割引き

受け取りができる時間
高梁市図書館 午前９時～午後７時（無休）
成羽図書館・有漢・川上・備中図書室 通常の開
館時間

一般書

一般…1,000 円

※上記施設を利用する場合、市内の小・中学生（学校休業日のみ）、障がい者手帳を持つ人と介助者１人、 市内の
65 歳以上の人は無料となります。なお、没後 90 年記念「児島虎次郎 もうひとつの眼」
（成羽美術館）の観覧は、
65 歳以上の人は無料の対象にはなりません。
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やまびこカフェ（松原町松岡） 1１:１５ ～ 1２:００
宇治地域市民センター
14:３0 ～ 15:１５

第 2・4 火曜日 玉川地域市民センター
（12 日・26 日） 吹屋連絡所

一般…400 円
小・中学生…200 円

13:４０ ～ 1４:１0
1５:３0 ～ 16:１５

こ

☎
（22）
1479

午前９時～午後５時（火曜日）

一般…500 円

津川地域市民センター
落合地域市民センター

と も

高梁市郷土資料館

常設展示 たかはしの歴史と美術
「絵図で見る！知る！高梁」

午前９時～午後５時（年末年始）
※５月６日（水）まで休館します

入館料

14:15 ～ 14:45
15:15 ～ 15:45

ふくだ

☎
（21）
0180

山田方谷の事績を展示で紹介

開館時間（休館日）

西山郵便局横
コミュニティハウス湯野荘

高梁市図書館、成羽図書館、有漢・川上・備中
の各図書室は、５月６日（水）まで臨時休館します。
ただし、電話・インターネットで本の予約をし
た人は、カウンターで本を受け取ることができま
す。

福田 都模子 さん

高梁市歴史美術館

内容

10:40 ～ 11:25

有漢図書室

☎
（22）
1479

西松宏さん

※感染症の状況により、５月７日（木）以降の開館時間が変わる可能性があります。

施設

山田方谷記念館

撮影

第 1・3 木曜日
（７日・21 日）

川面地域市民センター

高梁市立図書館は臨時休館します

のあるタイトルやミステリー、

本間 希樹 著

扶桑社 出版

思わず人に話したくなる摩訶不思議な「宇宙
のトリビア」を、世界で初めてブラックホール
の撮影に成功した著者がユーモラスに解説して
います。この本を読んで、ブラックホールや宇

ファンタジー、映画やミュー

宙の神秘を身近に感じてみましょう。

ジカル化されたものなど、著

問有漢図書室☎（57）２０１３

者が選ぶ素敵な装丁の本が紹
介されています。

児童書

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日が休館）
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