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図書館へ行こう
ホームページ　https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

読書会
8月09日㈯  長岡図書室で実施

午後2時から

おはなしの会

午後3時30分から

午後2時から

□『麻酔科医』江川 晴（小学館）
□『金色のゆりかご』佐川 光晴（光文社）
□『ギフト』日明 恩（双葉社）
□『炎の回廊』船戸 与一（新潮社）
□『さよなら渓谷』吉田 修一（新潮社）
□『やさいノート』いわさ ゆうこ（文化出版局）
□『おばけ屋のおばけうめぼし』あわた のぶこ（小峰書店）
□『バアちゃんと、とびっきりの三日間』三輪 裕子（あかね書房）
□『コンビニエンス･ドロンパ』つちだ のぶこ（童心社）
□『うみべであそぼう』小林 安雅（福音館書店）
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8月 2日㈯  瑞穂町図書館

8月 2日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室
8月13日㈬  殿ケ谷図書室
8月20日㈬  武蔵野コミュニティセンター図書室
8月23日㈯  元狭山ふるさと思い出館図書室
8月27日㈬  殿ケ谷図書室
8月28日㈭  長岡図書室

休館日
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●

毎週木曜日は午後8時まで開館しています
※祝日、館内整理日は除きます

瑞穂町
図書館

蔵書検索や本の予約ができますので、どうぞご利用ください。
（本の予約は、事前にパスワードの登録手続きが必要です）

図書館の
ホームページでは

○毎週月曜日

★ ★ 耕心館サロン 耕心館サロン ★

入場料　2,000円（チケット発売中）
申込み　午前9時から耕心館へ
※電話・FAXでも受け付けます。ご予約後７日以内に代金をご持参ください。

スカイホールでも販売しています。

夏の夜間開館のお知らせ
～午後8時までオープン～

（喫茶は午前10時から午後8時まで営業。
 ラストオーダー午後7時30分）

期　間　8月24日（日）まで～どこか懐かしく、落ち着いた雰囲気の中で一流の音楽を～

　ピアノリサイタル

▲川島 立子

休館日

フレッシュコンサート

日　時　8月16日㈯ 午後6時30分開演
出演者　川島 立子
曲　目　ロンド　二長調　Ｋ.485（モーツァルト）
　　　　3つの小品　Ｄ.946（シューベルト）
　　　　幻想曲　ハ長調　Ｏｐ.17（シューマン）
　　　　

チケッ
ト

発売中
！

耕心館ジュニア・ピアノ　　 　　　　　 耕心館ジュニア・ピアノ　　 　　　　　 
コンテスト第１回予選会コンテスト第１回予選会　　　　　　　　 　　　　　　　　 
耕心館ジュニア・ピアノ 耕心館ジュニア・ピアノ 　　　　　　　　　　　　　　　　
コンテスト第１回予選会　　　　　　　　 コンテスト第１回予選会　　　　　　　　 
耕心館ジュニア・ピアノ　　　　　　　
コンテスト第１回予選会 　　　　　　　　

日　時　9月28日㈰ 午前11時開始
対　象　中学生以下
費　用　無料
申込期間　8月1日㈮～15日㈮
申込み　

期　間　8月12日㈫～17日㈰
時　間　正午～午後7時30分
（土・日曜日は午前10時から午後5時30分）
問合せ　比留間　 03（3973）2152

比留間 健一展（絵画）
期　間　8月19日㈫～24日㈰
時　間　午前10時～午後7時30分
（初日は午後１時から、最終日は午後４時まで）
問合せ　犬童　 557ー3592

水墨画作品展 ～瑞穂水墨会～ 第５回押し花アート花作品展
期　間　8月28日㈭～31日㈰
時　間　午前10時～午後5時
（初日は午後2時から、最終日は午後3時まで）
問合せ　大野　 04（2934）4716

いずれも入場無料です

休館日休館日休館日
◯ 毎週月曜日　◯ 5日㈫…第1火曜日

出場者募集！出場者募集！出場者募集！出場者募集！出場者募集！

専用の申込み用紙が耕心館にありま
すので、ご記入の上、ご持参いただく
か、配達記録郵便でお願いします。

※ 町外の方も参加できます。
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競技名 日　程 会　場 種　目 申込期限 問合せ

瑞穂町総合体育大会
開会式 ●日　時　９月6日㈯ 午後７時　

●場　所　スカイホール小ホール◆各競技日程

 【第35回】

水 泳 08月03日㈰ 町営プール 小学生の部､中学生の部､
一般の部 終了 体育協会

　557－7098

軟 式 野 球 08月24日㈰～
11月23日㈰ 町営グランド Ａクラス､Ｂクラス 終了 軟式野球連盟　酒井

　090－3064－1471

バレーボール 09月28日㈰ 中央体育館 一般女子の部､
家庭婦人の部 8/29日㈮まで バレーボール連盟

加藤 　557－5639

インディアカ 09月14日㈰ 中央体育館 一般女子・初級女子､初級混
合､上級混合、シニア混合の部 8/10日㈰まで インディアカ連盟佐保田 　557－0473

体 操 09月20日㈯ 中央体育館 公開練習 体操クラブ　吉野
　556－9148

硬式テニス 09月14日㈰
予備日028日㈰ 町営第2庭球場 一般男子ダブルス

一般女子ダブルス 9/5日㈮まで 硬式テニスクラブ
小池 　556－2973

クレー射撃 09月07日㈰ 山梨県鹿留射撃場 スキート､トラップ､
フィールド 8/29日㈮まで 射撃クラブ　田中

　557－3919

卓 球 10月12日㈰ 中央体育館 少年･少女の部､
一般男子･女子の部 9/30日㈫まで 卓球連盟　吉岡

　557－0073

ゲートボール 10月8日㈬
予備日 9日㈭ 町営グランド 一般の部 10/1日㈬まで ゲートボール連盟

西村 　557－1359

空 手 道 10月26日㈰ 瑞穂武道館

瑞穂武道館

一般の部（高校生含）､
中学生の部・小学生の部 10/10日㈮まで 空手道連盟　榎本　556－2639

ビーチボール 09月07日㈰ 中央体育館 一般男子･女子の部、
混合の部、小学生の部 8/30日㈯まで ビーチボール連盟松永 　556－0527

小学生の部､
一般の部 8/1日㈮まで

サッカー連盟
小学生の部　中野
　090－1603－3404
一般の部　野口
　090－1540－9952

ス キ ー 平成21年02月28日㈯ 長野県菅平スキー場 男子青年の部､壮年の部、
女子の部

当日まで スキー連盟　坂田
　557－1402

サ ッ カ ー
ビューパーク競技場
少年サッカー場
第三小学校

小学低学年･高学年の部､
学生の部､一般の部

10/17日㈮まで 柔道連盟　榎本
　557－0534

ソフトテニス
中学生の部 11月 2日㈰
一般・主婦の部 10月19日㈰
予備日 11月09日㈰

小学生の部09月07日㈰
予備日 11月09日㈰
一般の部
平成21年 1月18日㈰、 
2月 1日㈰・15日㈰・22日㈰
予備日03月01日㈰

町営第2庭球場
一般男子･女子､主婦、
ミックスダブルス、ジュニア、
中学男子･女子

10/27日㈪まで ソフトテニスクラブ谷山
　090－8688－5070

陸 上 09月15日㈪ ビューパーク競技場
小学生の部､中学生の部､
一般男子・女子の部､
壮年の部

終了 陸上競技クラブ　榎本
　090－3335－5101

バドミントン 10月19日㈰

柔 道 10月19日㈰

中央体育館
中学生男子・女子の部､
一般男子（1部･2部）
一般女子（1部･2部）
初心者の部

10/10日㈮まで バドミントン連盟西村 　557－0078

少 年 野 球
09月28日㈰､10月12日㈰・
19日㈰
予備日 26日㈰

町営第2グランド
下師岡公園グランド 1部・2部・3部 9/12日㈮まで 少年野球連盟

小榑 　557－5288

ソフトボール
09月07日㈰・14日㈰・
021日㈰
予備日028日㈰

町営第2グランド
4・9丁目グランド
少年サッカー場

ファストピッチ1部・2部､
スローピッチ壮年の部､
ＯＢの部

8/25日㈯まで ソフトボール連盟山崎　 557－1570

剣 道 09月07日㈰ 瑞穂武道館

小学2年生以下の部､
小学3･4年生の部､
小学5･6年生の部､
中学生男子･女子の部、
一般の部

8/23日㈯まで 剣道連盟　神山
　090－5533－2597

問合せ　体育協会　　557－7098
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