まちの話題

中央図書館 974−1112
石川図書館 964−5166
勝連図書館 978−4321
読み聞かせにこの1冊

た ろう

三浦 太郎 作
偕成社（所蔵館：勝連館）
とある国の王様は、次の国王を決めるため、10
人の王子と王女に「どんな王、女王になりたいか」
と問いかけました。すると王子と王女たちは将来
の夢について話し始めて…。
好きなこと、誰かの役に立つことを通して、仕
事について考える 1 冊です。

イクメンって
なんだろう？

☆絵本カバーでエコバッグを作ろう！
日 時：11 月 21 日（土）午後２時 30 分〜
場 所：勝連図書館
対 象：市内在住の親子
定 員：５組（先着順）
材料費：無料
受 付：11 月７日（土）午前 10 時〜
※受付・お問い合わせは、勝連図書館へお願いします。

今月のおすすめ資料

10
の最高賞 「沖展賞」
に２名同時受賞
8 「沖展」

図書館では、毎月テーマ別に特集を組んで
たくさんの資料を展示・紹介しています。

県内最大の総合美術展

石川館：秋をたのしむ （一般）
はっしん！のりもの絵本 （児童）

『お父さんのための子育ての教科書』
しち だ

七田

こう

厚

著／ダイヤモンド社

『「パパは大変」
が
「面白い!」
に変わる本』
あんどう

安藤

てつ や

哲也

著／双葉社

掃除、洗濯、炊事、育児などの家事を毎日こなしている方
なら誰もが「そうだ！」と言いたくなる本。
特に名前はついていないが、日々の生活の中で必要な仕事、
それが家事。一つ一つは小さいけれども、リスト化してみる
と、こんなにあったのかと改めて考えさせられます。
（一般書）所蔵館 勝連

勝連

ゆ き こ

友紀子

行 事 案 内（11 月中旬〜 12 月初旬）

石川

の の むら

☆館内利用者用コンピュータ端末およびホームページからご覧になれます。

著／扶桑社

「よい父親でなく、笑っている父親を増やす」。一女二
男の父親であり、
ＮＰＯ法人で父親の子育て支援をしてき
た著者が伝える、パパが育児を「面白い !」と思える一冊。
さまざまな実践的アイデアや方法、育児をするパパたち
へのインタビューも必見です。
（一般書）所蔵館 石川
野々村

勝連館：ひとりでできる 秋を楽しもう！ （一般）
すてきな おしごと （児童）

中央

積極的に子育てに取り組みたいと考えてはいるものの、実
際には子どもとの接し方が分からずに悩んでいる…。そんな
お父さんに向けて、七田式教育の代表が自身の育児体験を基
に「父親が出来る子育て学」について語ります。お父さんの
悩みまるごと解決Ｑ＆Ａも収録。
（一般書）所蔵館 中央
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年齢にとらわれることなく、
自由に生き生きとした生活
を送る高齢者に対し、
内閣府が表彰を行う
「エイジレス章」
や び く み よ
なか もと じ せい
に、
うるま市から屋比久美代氏
（田場：写真左）
、
仲本時盛氏
いけ はら
（栄野比：写真中央）
、
池原トモ子氏
（石川東山：写真右）
の３
人が選ばれ、
伝達表彰式が行われました。

中央館：ハンドメイドに挑戦 （一般）
はたらいてくれて ありがとう （児童）

さまざまな角度から「イクメン」を描いた「お父さんのための本」
を集めてみました。
職場や家庭で、互いに尊重し合う、私たちの身近な男女のパート
ナーシップをこの機会に考えてみませんか？

5

29日の〝肉の日〟に、
うるま市の平敷屋小学校
などで、県産和牛肉のサ
イコロステーキが給食で
提供されました。
県産和牛のおいしさや
魅力を伝え、新型コロナ
で影響を受けた県産牛肉
の需要喚起につなげるた
めの沖縄県の事業の一環
です。
給食時間は、子ども達
の〝おいしい！〟の声と
笑顔で溢れていました。

【読書週間行事】

借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。
図書館にない本は、リクエストすることができます。

『夫が知らない家事リスト』

おいしい! 県産和牛が学校給食に!

29 こども達に県産和牛の魅力を伝える

「ラストページまで駆け抜けて」

『おうさまのこどもたち』

☆
☆

9

第 74 回 読書週間
10 月 27 日（火）〜 11 月９日（月）

標語

み うら

10
今でも現役、地域社会の要に
7 令和２年度「エイジレス章」伝達表彰式

行事

日時

サークル名等

おはなし会

11 月 14 日（土）
午後３時〜

図書館スタッフ

あかちゃんのための
おはなし会

11 月 19 日（木）
午前 11 時〜

すだち

おはなしの部屋

11 月 28 日（土）
午前 10 時 30 分〜

あさがおの会

おはなしワールド

11 月 21 日（土）
午前 10 時 30 分〜

すずの会

Let's go としょかん

12 月５日（土）
午前 10 時 30 分〜

サークルピピ

おはなし会

毎週金曜日
午前 10 時 30 分〜

ラビット

おはなしパラダイス

11 月 14 日（土）
午前 10 時 30 分〜

すまいりぃー

※新型コロナウイルス感染状況を考慮し、開催可否を判断いたします。
開催する各図書館へお問い合わせください。

図 書 館 休館 日
■毎週月曜日

■11月

3日（火） 文化の日
振替休
■11月26日
（木） 館内整理日
■11月24日
（火）

掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

いし かわてつ こ

みや ら まさ こ

第72回
「沖展」
で一般公募の最高賞
「沖展賞」
を受賞した石川哲子氏
（石川：絵画部門）
、宮良正子氏
（豊原：写真部門）
が
それぞれ島袋市長へ喜びの報告を行いました。
島袋市長は
「うるま市から2名同時に
「沖展賞」
受賞というのはとても嬉しい」
と述べ、
受賞を喜びました。

10 「沖縄の空手・古武術」
13 沖縄県指定無形文化財保持者に認定

10 「あまわりパーク」
に決定！
8 勝連城跡周辺拠点施設 愛称決定及び表彰式

5月19日に、
沖縄県教育委員会から県指定無形文化財保
い は こう た ろう
持者として琉球古武道琉棍会会長 伊波光太郎氏
（田場：写
真中央左）
が認定されました。
島袋市長は「今後も、後を継ぐ子供たちのためにぜひご
尽力下さい。
」
と認定を称えました。

勝連城跡周辺拠点施設の愛称が決定し、
最優秀作品及び
優秀作品受賞者に賞状が贈呈されました。
最優秀作品に選定された「あまわりパーク」の受賞者で
むら よし しん ご
ある村吉慎吾氏
（兼箇段）
は
「より多くの方々に愛されるよ
う名前を付けました。
」
と愛称に込めた思いを語りました。

掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。
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