文化のひろば

図書館だより
イベント情報
おはなしたまてばこ

みつみねさぶろう

特別展「木版画で見る備中松山城～三峰三郎、城との対話～」

期間

う かんごう

場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー

天守の残る唯一の山城「備中松山城」は、延応２（1240）年、有漢郷の地頭・

あき ば さぶろうしげのぶ

秋 庭三 郎 重信により築かれました。幾多の興亡を経ながら明治６（1873）年に

申込

しな の とも はる

廃城し、風雨にさらされ崩れかけているところを高梁中学校教師・信野 友 春

自由参加（参加費無料）

により見出され、保存の気運が高まります。昭和３（1928）年の二 重櫓修理を

英語でゲームを楽しもう！

皮切りに数回にわたる整備が行われ、現在の姿となりました。

期間

にじゅうやぐら

この備中松山城を制作のテーマとして活動を続けているのが、市出身の木

申込

情やさまざまな角度から見える景色を切り取り作品にしてきました。
令和２年は備中松山城築城 780 年、また令和元年は「高梁」命名 150
年の記念の年でした。今回の特別展では、画業 40 年を迎え、備中松山城と
よそお

三峰三郎「雪粧う備中松山城」2019 年

漫画美術館

日時 ８月 22 日
（土）午前 10 時～
（開会式終了後にオープニングギャラリートーク）

家族や友達同士でお気軽にご参加ください。

講師

三峰三郎さん

夏のワクワク体験教室

日
テーマ
８月 23 日
（日）オリジナルキャラクターを描こう！
８月 30 日
（日）パーラービーズで小物作り
時間 午前 10 時～正午、午後２時～４時（随時参加ＯＫ）

※予約不要／参加無料（入館料は必要です）

定員

※この事業は、
（一財）
日本宝くじ協会
の助成を受けて実施しています。

各回 10 人程度（参加を制限する場合があります）

参加費（入館料）白一 般 500 円／高校・大学生 400 円
／小・中学生 300 円

問吉備川上ふれあい漫画美術館☎（48）３６６４

各施設の展示一覧
施設

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

開館時間

９月 20 日（日）午後２時～４時

講師

筆記用具

参加費

無料
申し込みが必要（参加券あり）

ベンガラ染めのお守りを作ろう
期間

９月 21 日（月）午後１時～３時

場所 高梁市図書館４階キッズライブラリー
講師
持ち物

特別展「木版画で見る備中松山
一般…500 円
午前９時～午後５時
高校・大学生、65 歳以上…300 円
城～三峰三郎、城との対話～」
（入館は午後４時 30 分まで）
※ 11 月 16 日（月）まで
小・中学生…無料
一般…1,000 円
こ じ ま とらじろう
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
没後 90 年記念

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（歴史美術館は 8 月 22 日（土）から対象外、成羽美術館は８月 23 日（日）まで対象外）

いもとくにあき

井本邦昭 著

青春出版社

肩こり、腰痛、疲れ、イライラ…繰り返す体の
不調の原因は「体の使い方」にあるのかもしれま
せん。休むのではなくあえて動かすことで「本来
の動き」を取り戻す方法、それが著者が考案した
「人体力学」です。不調を改善する人体力学体操
で、心身を整えてみませんか。

図書館スタッフ
筆記用具
自由参加（参加費無料）

ヨモカ（移動図書館車）９月運行日
川面地域市民センター
第１・３火曜日
西山郵便局横
（１日・15 日）
コミュニティハウス湯野荘

第１・３木曜日 やまびこカフェ
（３日・17 日） 宇治地域市民センター

1１:１５ ～ 1２:００

第４月曜日
（28 日）

参加費
申込

14:３0 ～ 15:１５
10:20 ～ 10:5０

カフェ麦

1１:4５ ～ 1２:3０

第２・４火曜日 玉川地域市民センター
（８日・22 日） 吹屋連絡所

10:00 ～ 1０:４５

第２・４水曜日 川上ふるさとプラザ
（９日・23 日） 日名神楽公園

1３:４０ ～ 1４:２５

第２・４金曜日 高倉地域市民センター
（11 日・25 日） 中井地域市民センター

くろさき

1５:３0 ～ 16:１５

落合の里

期間

場所 高梁市図書館４階多目的室

14:15 ～ 14:45
15:15 ～ 15:45
13:４０ ～ 1４:１0

リトミックであそぼう！
９月 24 日（木）午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

10:40 ～ 11:25

第１・３水曜日 津川地域市民センター
（２日・16 日） 落合地域市民センター

第２・４木曜日
巨瀬地域市民センター
（10 日・24 日）

講師

一般書

佐藤 雅代さん（山陽学園大学教授）

持ち物
申込

痛み、疲れは「動いて」消す！人体力学

さとう まさよ

入館料

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）
※８月 30 日（日）まで
小・中学生…300 円
金曜日休館

Ｒ2 (2020) ８月

期間

申込

※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。
内容

申し込みが必要
（定員 10 人）

場所 高梁市図書館４階多目的室

開会式・オープニングギャラリートーク

展示室入口・展示室内

無料

（全３回）
古典文学講座「徒然草②」

変遷を紹介します。

場所

高平 珠里さん

参加費

から備中松山城とともに過ごしてきた三峰さんは、城が季節ごとに見せる表

780 年の長きにわたり高梁市のシンボルであり続ける備中松山城の歴史と

たかひら じ ゅ り

講師

木版画の技術を習得。以来 40 年にわたり作品制作を続けています。幼い頃

ともに歩んできた三峰さんの新作を含む作品約 50 点を公開するとともに、

９月 19 日（土）午後２時～２時 40 分

場所 高梁市図書館４階多目的室

版画家、三峰三郎さんです。三峰さんは、市内の高校に勤務しながら独学で

21

９月 12 日（土）午後３時～３時 30 分
なかやま と し こ

えんおう

おはなし会
中山 年子さん

やまじろ

今月のおすすめ図書
成羽図書館

美術館だより
（高梁市歴史美術館）

14:３０ ～ 1５：１5
1６:００ ～ 1６:３０
10:００ ～ 1０:４５
1２:３0 ～ 1３:０0
1３:３０ ～ 1４:０0

ゆ き

黒崎 友紀さん
無料
申し込みが必要（参加券あり）

問高梁市図書館☎（22）２９１２

午前９時～午後９時 開館（年中無休）

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。
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
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
加を制限させていただく場合があります。
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。

Ｒ2 (2020) ８月
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