今月のおすすめ 〜苦い恋、甘いチョコレート〜

今回は、新しい恋愛小説をご紹介
します。また、チョコレートを題
材にした娯楽小説もどうぞ。
■毎月最後の金曜日はお休み
です。
（館内整理日とは）
毎月最後の金曜日は、図書館
の中を整理する『館内整理日』
です。普段はできない館内の
清掃や、コンピュータのチェ
ックなどを行います。利用者
の皆さんが本を見つけやすく
するための、本棚の整理も大
切な仕事です。

キシペタルムの庭
『オキシペタルムの庭』
瀧羽麻子（著）／朝日新聞出版

まゆらの愛
『たまゆらの愛』
藤田宜永（著）／光文社
息子の結婚式で紹介された新婦
の母親。２人の出会いを機に、
埋もれた事件が動き出す。謎に
満ちた大人の恋。【中央・韮山】

ただ普通に、幸せになりたい。
つきあって２年、彼との結婚を夢
見ていた莢子が知ってしまった、
思いもかけない秘密とは。
【長岡】

びーぐるん

『永遠者』 辻仁成（著）文藝春秋【長岡】
20 世紀初めのパリ、若き外交官コウヤは１人の踊り子と出会い、恋に落ちた。

『尋ね人』 谷村志穂（著）／新潮社【中央・韮山】
余命わずかな母の願いは、かつての恋人の行方を知ること。娘が見た真実とは。
図書館カレンダー
モバイル版QRコード

次の 2 作品は、チョコレートを中心にしたエンタテインメント小説です。
『ショコラティエの勲章』上田早夕里（著）東京創元社【中央】
『チョコレート・アンダーグラウンド』アレックス・シアラー（著）求龍堂【中央】
図書館ホームページ http://www.library-town.com/

☎ 0558-76-5566（月曜休館）

平 成 25 年 ４ 月
から伊豆の国市が
発注する『建設工
事』、
『測量・建設
コンサルタント
等』
、『 物 品 調 達、
役務提供等』の入札参加資格審査申請書の
定期受け付けを行います。
受付期間 ２月１日
（金）〜 21日
（木）
（土・日・祝日は除く）
受付場所 伊豆長岡庁舎３階 第５会議室
提出書類
提出書類および申請書の様式などについ
ては、市ホームページからダウンロード
していただくか、総務課契約係窓口で受
け取ってください。
提出方法 持参または電子申請
総務課契約係
☎ 055-948-2902

小さい子どもを育てるお父さ
ん、お母さんをサポートする『地
域子育て支援センター』
を２カ所
開設しています。親子の交流の
場としてもご利用ください。ま
た、市内２つの保育園では、園
庭を開放をしています。市内に住んでいる未就学児と保護者
なら、誰でも無料で利用できます。

■子育て支援センター■
たんぽぽひろば 三福295-1
☎ 0558-76-6006
月 〜 金 9：00 〜 11：30、
13：00 〜 16：00（祝日除く）

■ 園

放 ■

■プログラム■

▼コンクール

江川坦庵合唱コンクール
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〜響かせようハーモニー 瑠璃色の空の下で 〜

と き ３月 日︵日︶

12 10
開演 時

▼ゲスト演奏 三島北高校筝曲部

開場 時

ところ アクシスかつらぎ 大ホール

▼審査結果・表彰

▼全体合唱

瑠璃色の空の下で

時 ※予定

〜江川坦庵のバラード〜

終了

チケット ︻全席自由︼一般 １︐０００円

高校生以下 ５００円

チケット発売日 好評発売中

ア ク シ ス か つ ら ぎ︑

３月 日︵日︶

時

▶あい混声合唱団（東京都）
▶Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｐｏｌａｎｏ（東京都）
▶Ｃｈｏｒ−ＮＥＵＥ（東京都）
▶混声合唱団鈴優会（東京都）
▶神奈川県立弥栄高等学校合唱団（神奈川県）
▶愛知高等学校合唱部（愛知県）
▶女声合唱団「スウィング」
（沖縄県）
▶御殿場市立南小学校マザーズコーラス「野ばら」
（御殿場市）
▶静岡合唱団（静岡市）
▶静大混声ＯＢ合唱団「かなた」
（静岡市）
※順不同
▶合唱団コールマリーン（牧之原市）

解

市立ひまわり保育園
大仁分園 大仁229-1
☎0558-76-1173
月〜金9：00 〜 11：30
13：00 〜 16：00（祝日除く）

※子育て支援センターの行事
予定は、カレンダーでご確
認ください。

出場団体

庭

社会福祉法人護汝会
慈恩保育園 白山堂171-2
☎0558-76-2552
月〜金9：00 〜 11：30
（祝日除く）

すみれひろば 四日町234-1
☎ 055-949-0823
月 〜 金 9：00 〜 11：30、
13：00 〜 16：00（祝日除く）

チケット販売所

き
集合

アクシスかつらぎ大ホール

コンクール当日に聴衆審査が出

来る人

１００人

17

子育て広場のご案内

韮山時代劇場

と

件

ところ

条

定 員

12 10

親子で気軽にご利用ください

あい混声合唱団
︵第２回大会聴衆１位︶

愛知高等学校合唱部
︵第２回大会総合１位︶

募集

聴衆審査員募集

江川坦庵合唱コンクール

では︑合唱の専門審査員と

は別に会場の聴衆に評価さ

れた合唱団
﹃伊豆の国賞﹄を

17

＊定員を超えた場合は抽選

19

決定する聴衆審査員を募集

︵火︶ 時までに︑
応募方法 ２月 日

電話で下記まで申し込み

ください︒

■専門審査員

伊集院俊光︵合唱指導者︶︑

信介︵合唱指導者︶

アクシスかつらぎ
☎ 055-948-0225

します︒

審査には専門的知識はい

りません︒実際に演奏を聴

いて良かったと思う合唱団

を選んでいただきます︒こ

岸

2013.2.1 いずのくに（カレンダー裏・左）

耕︵作曲家︶

開場 13：30 開演 14：00
チケット
アクシスかつら 大ホール
好評
三遊亭圓歌 春風亭昇太
発売中！
ゲスト：マギー司郎
500 円
チケット【全席指定】S 席（1 階席）3,500
A 席（2 階席）2,500 円
チケット発売日 好評発売中！
※未就学のお子さんは入場できません。
チケット販売所 アクシスかつらぎ、韮山時代劇場
ローソンチケット（Ｌコード 43993）
チケットぴあ（Ｐコード 424-304）
（セブン−イレブン サークルＫ・サンクス）
アクシスかつらぎ ☎ 055-948-0225
ところ
出 演

の機会に︑ぜひ聴衆審査員

平成 25 年 2 月 10 日（日）
日）

松下

き

ゲスト：マギー司郎
マギー司郎

と

二人会

昇太

圓歌

圓歌・昇太

をやってみませんか︒

伊豆の国寄席

中央図書館

平成25・26年度
入札参加資格審査申請書の
定期受け付けを開始

2012.12.1 いずのくに（カレンダー裏・右）

