
介護保険課介護予防推進担当
内線1231～1233

地域包括支援センター
☎� 0294 山梨市立図書館

Yamanashi City Library
9：00 ～ 19：00
TEL： 0553-22-9600
FAX：0553-23-3506
E-MAIL：lib@city.yamanashi.lg.jp
〒 405-0031　万力 1830 番地

感染症拡大の状況により、やむ
を得ず中止となる場合がありま
す。最新情報は図書館ホームペ
ージをご確認ください。感染症
対策へのご協力をお願いします。

お知らせ information

だいかぞく
南　知里：作・絵
　
　 と っ て も 仲 良
しで、にぎやかな
大 家 族 の 一 日 を
の ぞ い て み ま せ

んか ? 「もう一回読んで !」が止ま
らない、読み聞かせにぴったりな絵
本。見返しに「こどものころにあそ
んだおもちゃ」などの表あり。

小説
真田の兵ども　　 　　　佐々木　功

遺言歌　 　　　　　　なかにし　礼

革命と献身　ヴィエト・タン・ウェン

警官の道　　　　　　 呉　勝浩ほか

プロジェクト・ヘイル・メアリー
アンディ・ウィアー

文学・エッセイ
戦争というもの　　　 　半藤　一利

父がひとりで死んでいた
如月　サラ

時代小説の戦後史　　     縄田　一男

児童・一般・その他
しびと　　　　　　　　 柳田　国男

プーさんの戦争
リンジー・マティックほか

人は話し方が9割　　　  永松　茂久

世界を変えた 100 のポスター　上下
コリン・ソルター

むかし話で学ぶ経営塾　 大澤　賢悟

一般書 主な新着図書
しっぽや
ななもり  さちこ：作

大島  妙子：絵
　公園に現れたあ
やしい “ しっぽや ”
が売るのは、専用
ののりでお尻につ

ければ自在に動かせるという不思議
なしっぽ。軽妙な売り文句にしっぽは
たちまち完売となり、町はしっぽをつ
けた人でいっぱいに ! ところが…。

偽装同盟
佐々木　譲：著

　 大 正 6 年 3 月、
警視庁の新堂は、連
続強盗事件の容疑者
を捕らえるが、身柄

をロシアの日本統監府保安課に奪われ
てしまい…。日露戦争に「負けた」日
本を舞台に描く、歴史改変警察小説第
2 弾。『小説すばる』連載を加筆・修正。

おすすめ recommended
児童書

小説集  北条　義時
海音寺  潮五郎他：著

　謎に包まれた鎌倉
幕府二代執権、北条
義時。たった一枚の
肖像画さえ存在しな

い「顔のない権力者」の姿と彼の生き
た動乱の時代を、海音寺潮五郎、永井
路子ら豪華作家陣が描いた歴史小説
アンソロジー。三田誠広の解説も収録。

　 12広報やまなし

事前予約制 英語の読書会
【日時】2 月 12 日㈯  10:30 ～ 11:00
【場所】図書館ラウンジ　【定員】10 人
【対象】小学校 3 年生～高校生、お子さんに英語を伝えたい大人
【申し込み】メールまたは電話

English Book Club

English Book 
Club

予約・リクエストの増加と円滑な貸出サービスを行う
ため、２月から予約・リクエストの方法を一部変更し
ます。詳細は図書館 HP をご覧いただくか、カウンター
にお問い合わせください。

本の予約方法が変更になります！

2 月の休館日は…7日㈪、14日㈪、15
日㈫、21 日㈪、24 日㈭、28 日㈪と
館内整理日の 18日㈮です。

  8 日㈫　乳幼児向け（チェリー）
13 日㈰　幼児向け（ぐれーぷ）

【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー

2 月のおはなし会 【時間】
10:30 ～

やまなしし生涯学習フェスティバル

おはなし会

雑誌リサイクル

子どもたちが楽しめる読み聞かせや手遊び
を行います♬

図書館で保存期間が終了した雑誌を無
料配布！お一人 5 冊まで。

【日時】2 月 26 日㈯・27 日㈰  10:30 ～ 11:00
【場所】図書館ラウンジ【対象】乳幼児～小学校低学年

【日時】2 月 26 日㈯  11:00 ～なくなり次第終了
【場所】市民会館 404 会議室

地域元気あっぷ教室　2 月　
　身体を動かしたストレッチや筋トレ、脳トレの教室
を各地区で開催しています。65 歳以上の人ならどな
たでも無料で参加できます。現在は新型コロナウイル
ス感染防止対策として、参加を申し込んだ人の住所を
もとに介護保険課で個々に日程と会場を指定して開催
していますので、希望者は下記までご連絡ください。

【申込・問い合わせ】介護保険課介護予防推進担当（内線 1232）

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため上記の教室・相談などが中止になる場合があります。
　詳しくは介護保険課 ( ☎ � 1111 ㈹ ) までお問い合わせください。

フレイル予防体操  ～みんなで元気になろう～          
　隙間時間にできる 3 分体操を CATV の『お知らせ山
梨市』10 チャンネルで毎日放映します。ご覧ください！
放映時間　8:30 ～、12:30 ～、20:30 ～
（番組編成により放映しない場合があります。）

【奇数月】　　　　　　　　
第1週：首すっきり体操
第2週：正しいスクワット
第3週：腹筋を強くしよう
第4週：足のつれ さよなら体操

【偶数月】　　　　　　　　
第1週：肩まわりすっきり体操
第2週：腰痛改善ストレッチ
第3週：尿もれ さよなら体操
第4週：メタボ さよなら体操

日時　2 月 26 日㈯ 14:00 ～ 15:30
会場　街の駅やまなし 多目的ホール
認知症への疑問や不安のある人はご相談ください。

認知症ほっとスペース    

日時　2 月 15 日㈫ 14:00 ～ 16:00（鶴田好孝医師）
　　　3 月   3 日㈭ 13:30 ～ 15:00（中澤良英医師）
会場　市役所東館 2 階 介護保険課（要予約）

もの忘れ相談    

13 広報やまなし

　食事は活力の源です。バラン
スの取れた食事を３食しっかり
と取り、口腔ケア（歯磨きやお
口の体操）にも気を配りましょ
う。

　栄養・身体活動・社会参加の３つの柱は、お互いに影響しあっています。どれか１つだけをすればいい
というわけではありません。３つの柱をうまく生活の中に組み入れてフレイルを予防しましょう！

　身体活動は筋肉の発達だけで
はなく、食欲や心の健康にも影
響します。ウォーキングや体操
を習慣にして、今より 10分多
く体を動かしましょう。

　趣味やボランティアなどで外
出することはフレイル予防に有
効です。自分に合った活動を見
つけましょう。

　フレイルとは日本語で「虚弱」。加齢とともに心や体の活力が低下した状態で「健康」と「介護
が必要」の中間の段階です。介護を必要とする人の多くが、このフレイルの段階を経ています。

フレイル予防の 3つの柱を知ろう！

栄養 身体活動 社会参加

２月１日はフレイルの日


