
令和４年度 留寿都村 

 

  

公民館サークルとして活動している団体等が、日頃の成果を披露いたします。 

 是非、みなさんお誘い合わせの上、お越しください！ 

日 時：令和５年１月 29 日（日曜日・公民館まつり２日目）午前 11 時 00 分から  

場 所：留寿都村公民館ホール 

内 容：下記のとおり 

順 時 間 演 目 サークル・団体 

１ 11：00 太鼓 留寿都太鼓愛好会 

２ 11：30 合奏 こすもす 

３ 13：00 ピアノ 村内児童６名 

４ 13：25 合唱 ハッピーハーモニー 

７ 13：55 詩吟 詩吟同好会 

８ 14：20 舞踊 未央流留寿都尚渓会 

９ 14：50 カラオケ カラオケ愛好会 

※題名、時間及び順番等、若干変更する場合があります。予めご了承願います。 

詳細なプログラムについては、当日会場で配布いたします。 

 

★１月 29 日（日）はバスを下記のとおり運行いたします。ご利用ください。★ 

【生涯学習バス】行き 

 へき地保健福祉館 9:45⇒ 五ノ原会館 10:03⇒ 丸岡善和様宅 10:09⇒ 丸岡勇司様宅   10:12⇒ 

前川誠一様宅   10:25 ⇒ 北四線会館 10:27⇒ 支援ハウス 10:32⇒ 竹田一雄様宅 10:38⇒ 玉

川信秋様宅 10:41⇒ 公民館着 10:45 

【福祉バス】行き 

   南一線会館 9:50⇒ 岩田光市様宅 9:56⇒ 中野千恵子様宅 10:00⇒ 細川敏幸様宅 10:05⇒ 

高山一郎様宅 10:08⇒ 南三線会館 10:10⇒ 五輪会館 10:16⇒ 今井宏様宅 10:19⇒ 坂庭進様

宅 10:24⇒ 黒田会館 10:29⇒ 森正和様宅 10:32⇒ 向丘会館 10:35⇒ 診療所 10:39⇒ セイコ

ーマート 10:42⇒ 公民館着 10:45 

  帰り  芸能発表会終了後（15：30～16：00 頃）公民館発⇒行きと逆まわりで運行します。 

 ※天候や運行状況によっては遅れる場合があります。 

 １月 28 日から１月 29 日にかけて開催いたします公民館まつりは、芸能発表会の他にも楽し

い催し物がたくさんあります。是非、ご家族やお友達を誘ってお越しください。 

主催：留寿都村公民館 主管：第 58 回公民館まつり実行委員会 

お問い合わせ先：留寿都村公民館（電話：0136-46-3321） 

※裏面もご覧ください→ 



書籍名(一般書) 著者名 書籍名(児童書) 著者名

1 内閣情報調査室 今井 良 1 わたしのゆたんぽ きたむら　さとし

2 IPS細胞とは何か！何ができるのか 日経サイエンス 2 ちっちゃなしゃしん②すいぞくかん 内山　晃

3 情報は１冊のノートにまとめなさい 奥野 宣之 3 ぴよちゃんの　おともだち いりやま　さとし

4 コウノトリ、再び 小野 泰洋 4 おにぎり 平山　英三

5 いっしょに暮らしたい ZAKKAたち 岩野 絵美子 5 やさい 平山　和子

6 さいとう市立さいとう高校野球部〔３〕 あさの あつこ 6 １さいのなぁに？ PHP出版

7 さいとう市立さいとう高校野球部〔２〕 あさの あつこ 7 １さいの絵本 ポプラ社

8 アンダー・ザ・ドーム 上 スティーブン・キング 8 ごろ　ごろん とよた　かずひこ

9 アンダー・ザ・ドーム 下 スティーブン・キング 9 たまひよ　はじめての絵本　まるいもの 小西　和子

10 元祖 いまさら人には聞けない常識力本舗 日本常識力検定 10 ちっちゃなしゃしん⑥くわがたむし 海野　和男

11 不動心 松井 秀喜 11 やさいのおなか　きうちかつ きうちかつ

12 PTA不要論 黒川 祥子 12 ぶくぶく　あわあわ はやさか　ゆうこ

13 誰にでも書ける一冊の本 萩原 浩 13 チャイルドブックぷう チャイルドブック

14 チーズの知識と応用 東畑 朝子 14 ふたごのたこたこウインナー 林　木林

15 おなべひとつでらくちんごはん 日暮 哲也 15 もぐもぐでんでん 冬野　いちこ

16 身も心も 盛田 隆二 16 プア— 長　新太

17 ノーベル賞受賞者にきく子どものなぜ？なに？ ベッティーナ・ティーケル 17 きりかぶ なかや　みわ

18 大好きな布で作ろう Bleu Blanche 18 ぼくのいもうと たかすぎ　なおこ

19 誰にでも必要な「そうぞく」知識 日本安田生命 19 ６つのいろのこぶた うちだ　ひろゆき

20 ダンスホール 佐藤 正午 20 おやすみなさい　コッコさん 片山　健

21 お金がもらえるハンドブック２０１０年版 PHP出版 21 パピプペポーおんがくかい かこ　さとし

22 大江戸釣客伝 上 夢枕 萩 22 あかいありのぼうけんえんそく かこ　さとし　

23 今日は何の日 PHP出版 23 一期一会　世界一のモテ。 学研教育出版

24 脳治療革命の朝 柳田 邦男 24 一期一会　恋の魔法。友の魔法。 学研教育出版

25 エミリー・ローズ ポール・ハリスボードマン 25 リスのスージー ミリアム・ヤング

26 プチ修行 小栗 左多里 26 魔のフラワーパーク 石崎　洋司

27 ２１世紀を予言する 日高 義樹 27 悪夢のドールショップ 石崎　洋司

28 グルーグマンの視座 ポール・Rグルーグマン 28 スパイガール アリーカーター

29 翼 白石 一文 29 １２月の夏休み 川端　裕人

30 日本 3.0 佐々木 紀彦 30 ゆうれい学園心霊クラブ 魔夜　妖一

※本の配布は先着順です。ご予約や取り置きは出来かねますので、予めご了承願います。

※リストに載っているのは一部です。載っていない本も配布しますので、公民館まつりへ是非お越しください！お待ちしています😊


