文化のひろば

図書館だより
イベント情報
ブ

期間
ハウスマンニア・ナリワエンシス…
ハスのような円形の葉を持つシダ植物

ところで、なぜ違う種類の植物に同じ名前が付いているのでしょう。実

期間

は「ナリワエンシス」は人の姓・名でいう「名」に当たるのです。３種の

申込

ラドフレビス
（*1）
」という姓があります。科学の名前である学名は、一般
サゲノプテリス・ナリワエンシス…絶滅
した裸子植物カイトニアに似た植物の葉

学名は、新種であると研究報告をした人が名付けます。種名はもちろ
ん、新属だった場合には属名・種名ともに新しい名前が付けられることに
なります。たいていはその生き物の特徴を表したり、発見した場所や発見
者の名前に関連した名が付けられます。

漫画美術館の夏のワクワク体験教室
家族や友達同士でお気軽にご参加ください。
日
テーマ
７月 26 日
（日）コロナ退散！アマビエうちわ作り
８月２日
（日）パラパラ漫画でアニメーション
８月９日
（日）色であそぼう！キャラぬりえ

各施設の展示一覧

高梁市歴史美術館
☎
（21）
0180
火曜日休館
成羽美術館
☎
（42）
4455
月曜日休館

定員

山田家伝来の史料展 其の一
まるかわしょういん
「山田方谷と師 丸 川 松 隠」
※８月 17 日（月）まで

リトルモア

10 代・20 代のネット世代を中心に支持を得な
がらも、メディアには一切顔出しをしない詩人であ

８月８日（土）午前 11 時～正午

つづ

る著者が、
“好きなもの”について綴ったエッセイ

場所 高梁市図書館４階キッズ
ライブラリー

です。感染症の影響で好きなことを自由にできない

講師

自粛ムードの中ですが、この本を読みながら、“好

に っ た りょうへい

新田 涼平さん

き”の理由をじっくり考えてみませんか？

要事前申し込み
（定員５人・参加費無料）

お知らせ

第２回楽しい読み聞かせ講座

読書ノートはじめました

各回 10 人程度（参加を制限する場合があります）

です。高梁市図書館オリジナル読書ノートの表紙

講師

は備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」。

問吉備川上ふれあい漫画美術館☎（48）３６６４

開館時間

午前９時～午後５時

申込

８月 14 日（金）午前 10 時～正午
おおまえ よしかつ

大前 栄克さん
要事前申し込み（定員 15 人・参加費無料）

ヨモカ（移動図書館車）８月運行日
入館料

一般…500 円
小・中学生…250 円

常設展示 たかはしの歴史と美術
午前９時～午後５時
一般…400 円
「絵図で見る！知る！高梁」
（入館は午後４時 30 分まで） 小・中学生…200 円
※８月 17 日（月）まで
没後 90 年記念

一般…1,000 円
午前９時 30 分～午後５時
高校・大学生…800
円
「児島虎次郎 もうひとつの眼」
（入館は午後４時 30 分まで）
小・中学生…500 円
※８月 23 日（日）まで
こ じ ま とらじろう

常設のみの施設：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 歳以上の人（成羽美術館は８月 23 日（日）まで対象外）
Ｒ2 (2020) ７月

最果タヒ 著

場所 高梁市図書館４階多目的室

吉備川上ふれあい漫画美術館 企画コーナー「猫マンガ、はじめまし
一般…500 円
午前９時～午後５時
☎
（48）
3664
高校・大学生…400 円
た！」～猫城主さんじゅーろー写真展～
（入館は午後４時 30 分まで）
金曜日休館（24 日は開館・22 日（水）休館） ※８月 30 日（日）まで
小・中学生…300 円
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一般書
さいはて

期間

参加費（入館料）白大 人 500 円／高校・大学生 400 円／
小・中学生 300 円

内容

期間

「好き」の因数分解

午前 10 時～正午、午後２時～４時（臨時参加 OK）

※感染症の状況により開館日や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
☎
（22）
1479

時間

エクイセティテス・ナリウェンシス…
トクサの一種。茎の部分と節がみえる。
茎の太さは５センチもある。

自由参加（参加費無料）

昆虫の謎解き２回目～標本づくり～

申込

成羽美術館には、他にも「ナリウェンシス」
「ビッチュウエンシス」の化
クラドフレビス・ナリワエンシスは現在展示していません。

７月 28 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分

場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー

植物は「姓」が異なり、それぞれ「ハウスマンニア」
「サゲノプテリス」
「ク

は分類群を表しています。属のほうが種より１段階大きな分類群です。

自由参加（参加費無料）

ベビーＢＯＯＫタイム

ました。

的に姓である「属名」と、名である「種名」の２つの名で呼ばれ、これら

申込

はるか

は全て成羽で初めて発見された新種の植物で、成羽にちなんで名付けられ

場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー

なかの

「ナリワエンシス」という成羽の名前を冠した植物が３種類あり、これら

７月 26 日（日）午後２時～２時 30 分
中野 永さん

成羽地域では２億 3000 万年前の植物化石が見つかります。その中には

※１

ク

キッズＢＯＯＫタイム

植物化石「ナリワエンシス」～新種の名づけかた

石もあります。地元の名前がついた化石をぜひ見に来てください。

ッ

今月のおすすめ図書
高梁市図書館

美術館だより
（成羽美術館）

川面地域市民センター

第１・３火曜日
西山郵便局横
（４日・18 日）
コミュニティハウス湯野荘

10:40 ～ 11:25
14:15 ～ 14:45
15:15 ～ 15:45

読書ノートとは、読んだ本の記録を残すノート

夏休みは楽しく本を読んで、読書ノートに記録
をつけてくださいね。
※市内の小学生には、各学校
を通して７月17日（金）ま
でに配布します。７月18日
（土）からは、高梁市図書館

第１・３水曜日 津川地域市民センター
（５日・19 日） 落合地域市民センター

13:４０ ～ 1４:１0

で、未就学児を含む一般の人

1５:３0 ～ 16:１５

第１・３木曜日 やまびこカフェ
（６日・20 日） 宇治地域市民センター

1１:１５ ～ 1２:００

向けに配布します。（一人１

第４月曜日
（24 日）

14:３0 ～ 15:１５

カフェ麦

1１:4５ ～ 1２:3０

成羽文化センター

14:00 ～ 15:00

冊まで／無くなり次第終了）
新型コロナウイルス感染症対策のため、利用者の皆さんに
マスクの着用や手指の消毒のご協力をお願いしています。

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

10:00 ～ 1０:４５
14:３０ ～ 1５：１5

さい。イベントの参加人数が定員を超えた場合は先着順で参

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

1３:４０ ～ 1４:２５

加を制限させていただく場合があります。

第２・４木曜日
巨瀬地域市民センター
（13 日・27 日）
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

1６:００ ～ 1６:３０
10:００ ～ 1０:４５
1２:３0 ～ 1３:０0
1３:３０ ～ 1４:０0

体調がすぐれない人はイベントなどへの参加をご遠慮くだ

また、今後の状況により、イベントを延期・中止する場合
があります。

問高梁市図書館☎（22）２９１２

午前９時～午後９時 開館（年中無休）

Ｒ2 (2020) ７月
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