
図書館
だより

◆おすすめの本

【問】志度図書館　☎（087）814-2678　寒川図書館　☎（0879）43-6930

◆志度図書館　おはなし会とイベントの日時
1/22（土）　10：30　おはなし会（どんぐり）
2/  5（土）　14：00　おはなし会（カンガルーランド）
2/10（木）　11：00　赤ちゃんのおはなし会（どんぐり）
2/26（土）　10：30　おはなし会（どんぐり）

◆寒川図書館　おはなし会とイベントの日時
2/19（土）　10：30　おはなし会（秋桜）

※イベントは感染症の状況により中止になることがあります。

世界的に見て、日本は圧倒的に「寝不足の国」です。実際に平均睡眠時間が主な先
進国より１時間近く少ないとの調査結果が出ています。睡眠不足が積み重なった状態
は、重く背負わされた借金に例えて「睡眠負債」とよばれ、日中のパフォーマンスを低下
させるだけでなく、心身の健康をおびやかしています。
まず、自分の睡眠を見直し、快眠を手に入れるためにはどうしたらよいのか、その具体
的な方法、睡眠にまつわる疑問や謎も紹介しています。睡眠と記憶力には深い関わりが
あることから、後半では心理学や脳科学にもとづいた効果が期待できる記憶術も紹介
しています。
図書館では、他に睡眠に関する本も各種取り揃えています。興味のある方はご活用
いただければ幸いです。

『睡眠の教科書』眠りの科学で、最高のパフォーマンスを手に入れる

●開館時間　10：00～18：00
●ホームページ　http://wwwe.pikara.ne.jp/sanuki-library/

　さぬき市図書館の蔵書を借りて返却期限までに読めなかったときは、予約がない場合に限り、返却して借りなお
すか、返却期限内であれば窓口または電話連絡で１回に限り２週間延長することができます。
　お問い合わせは、図書館まで。

ニュートンプレス

◎開館時間、休館日は変更する場合があります。
◎展示作品を募集しています。ご希望の方は、上記連絡先へお問い合わせください。

【2月の催しもの（作品展示）のご案内】
皆様のご来館を、お待ちしております。

＜21世紀館さんがわ＞＜21世紀館さんがわ＞

↑詳しくはこちらから

寒川町石田東（寒川町B&G海洋センタープール東）
毎週月曜日 無料

場　　所

９時～１７時（初日は13時～、最終日は16時まで）
※主催者により変動あり

連 絡 先

ホームページ
Eメールアドレス

http://ew.sanuki.ne.jp/tenjikan/
sangawa_21th@yahoo.co.jp

21世紀館さんがわ　☎（0879）43－0780
生 涯 学 習 課　☎（0879）26－9974

休 館 日 観 覧 料

開館時間
【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

【問・申】さぬき市社会福祉協議会 日盛の里　☎（087）890-1151

いきいき健康教室“出前教室”を開催しています。地域の方からのご依頼をお待ちしています！
肩こりや腰痛・膝痛予防の体操や口腔体操、認知症予防に効果のあるレクリエーションなどが学べます。感染症対策
として５名程度の少人数でも開催しますので、ご友人やご近所同士でお申し込みください。人数や会場、内容や回数
などについて、まずはお気軽にご相談ください。

元気な

うちから

介護予防
!

時間：10時から11時30分
2月 ３日（木）

2月１０日（木）

2月１５日（火）

2月１７日（木）

2月２２日（火）
2月２４日（木）

2月２５日（金）

2月２８日（月）

寒川ふれあいプラザ
辛立文化センター
神前体育館
志度保健センター
みろくふれあい市場内
コミュニティセンター
多目的研修集会施設（鶴羽）
辛立文化センター
津田保健センター
鴨部ふれあいプラザ
小田ふれあいプラザ

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気
で自立した生活が長く送れるように、体操や認知症予防の
レクリエーションを楽しみながら、介護予防ができる教室
を開催しています。（どなたでも自由に参加できます）

いきいき健康教室日程いきいき健康教室日程

2月 ４日（金）
2月 ８日（火）
2月17日（木）
2月１８日（金）
2月21日（月）

志度公民館 末分館
鴨庄ふれあいプラザ
長尾公民館　前山分館
志度武道館
造田ふれあいプラザ

時間：13時30分から15時

○お話ボランティア（津田地区）
外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑
顔で楽しい時間を過ごしています。

○憩いの場（どなたでも自由に参加できます）
　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場
として、参加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っ
ています。

介護予防サポーター活動紹介介護予防サポーター活動紹介

時間：10時から11時30分
2月16日（水） 長尾保健センター

時間：13時30分から15時
2月17日（木） 寒川ふれあいプラザ

※新型コロナウイルス感染症等の状況により中止する
場合は、音声告知放送でお知らせします。

こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

・・・休館日◆図書館カレンダー
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お知らせ

2月16日（水）～2月27日（日）

第20回　さぬき市美術展覧会
　第3期　【書】

　香川県在住の高校生以上の方を対象に公募した入賞・入選作品およ
び、招待作品を展示します。今回は第3期「書」の展示となります。

観覧料　￥100（大学生以下無料）

2月2日（水）～2月13日（日）
　香川県在住の高校生以上の方を対象に公募した入賞・入選作品およ
び、招待作品を展示します。今回は第2期「彫刻・工芸・写真」の展示となり
ます。　　　　　　　　　　　　　  観覧料　￥100（大学生以下無料）

第20回　さぬき市美術展覧会
第2期　【彫刻・工芸・写真】

１時間５００円で楽しむカジュアル・コンサート　ワンコインコンサートVol.1

開 催 日：令和4年2月6日(日）開演14：00（開場13：30）
会  　場：さぬき市志度音楽ホール
入 場 料：全席自由　５００円
プログラム：アニメ「鬼滅の刃」より 紅蓮華・炎

糸（中島みゆき）
虹（映画ドラえもん2主題歌）
ふるさとの色（アンジェラ・アキ）
愛燦燦（美空ひばり）　　他

演  　奏：マンドリンアンサンブル高松
共  　演：高松第一高等学校ギターマンドリンクラブ

ウインターマンドリンコンサート

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？
　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通し
て、一緒に楽しい時を築き、人と寄り添い、地域を支える存
在」です。
　地域の皆様からの、お話ボランティアや出前講座のお申
し込みをお待ちしています！

◆◆《貸出期間の延長について》◆◆
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【問】さぬき市志度音楽ホール　☎（087）894-1000

さぬき市志度音楽ホールが贈るアンサンブル・シリーズVol.2

オーボエ舩津美雪＆フルート大山宙透デュオリサイタル
～オーボエ・フルートでおくるファンタジー～

ピアノ：大山まゆみ
開 催 日：令和4年2月27日（日）開演14：00（開場13：30）
会  　場：さぬき市志度音楽ホール
入 場 料：全席自由　1，000円
プログラム：P.ゴーベール作曲 /タランテラ
　　　　　大山　晃作曲 /ダブル・ファンタジー(新作委嘱)
　　　　　M.ドリング作曲 /トリオ 　　他

チケット販売所：志度音楽ホール・生活環境課・長尾公民館・
大川公民館・総合支所・津田公民館

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「内容の変更」、「公演
の中止」、「入場者数の制限」をする場合があります。

【参加できる方】 •市内在住の６５歳以上の方　
　　　　　　　•介護保険制度の居宅サービスを利用していない、日常生活が自立した方（要支援・要介護認定者は要相談)
【回数】 週１回程度　【利用時間】 ＜一日コース＞５時間程度 (昼食付)　＜半日コース＞２時間程度　
【教室の内容】

①筋力アップ体操

体力・筋力アップは
今からでも！

②お口の健康

口の健康は健康寿命
を延ばすカギ！

③認知症予防

みんなで笑って
楽しい時間♬

【問】地域包括支援センター
　　　☎（0879）26-9931

【利用料金】 ＜一日コース＞３００円＋昼食代　＜半日コース＞２００円
【教室を1箇所選びます】

【香東園の教室の様子】

<1日コース>
•「さぬき市社会福祉協議会福祉の里」(昭和)
<半日コース>
•「デイサービスセンターゆたか」(昭和)：午前
•「さぬき市社会福祉協議会福祉の里」(昭和)：午前
•「ハーティヴィラ亀鶴」(長尾西)：午前
•「特別養護老人ホーム香東園」(寒川町石西)：午後
•「ヌーベルかんざき」(寒川町神前)：午後
•「寒川ふれあいプラザ」(寒川町石田西)：午前・午後

　•「ハーティヴィラ亀鶴」(長尾西)

•「鴨部ふれあいプラザ」(鴨部)：午前・午後
•「クアタラソさぬき津田」(津田町鶴羽)：午前
•「介護老人保健施設ポタラの森(志度)：午前
•「志度公民館(働く婦人の家）」(志度)：午後
　※志度公民館（働く婦人の家）」は男性のみの教室です

「どこか出かけていくところがほしい」、「体操をしたい」、「人とお話したい」そんな方におすすめしたい高齢者のための教室です。ぜひご参加ください。

元気の 教室のご案内さぬき市介護予防教室
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