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７月の行事カレンダー 
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14：30～15：00 

11：00～11：30 

休館日 

14：30～15：00 

表示マーク 

 

 

 

 

上映会 

13：00～ 

 

 

 

 

 

おはなし会 

 

 

 

 

 

 

対面朗読 

サービス 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

視覚にハンディの

ある方や活字が

見えづらく本を読

むのが大変と感

じる方へのサービ

スです。 

申込が必要です

ので、中央図書

館へお問合せく

ださい。 

14：30～15：00 11：00～11：30 11：00～11：30 

対面 

対面 

休館日 

時間：１３：００～ 場所：７階多目的ホール 座席数：５０席 

対面 

休館日 

対面 

今月の上映作品紹介 

対面 

図書館バス巡回日程（７月～８月） 

１日(金) 
２日(土) 

８日(金) 
９日(土) 

１５日(金) 
１６日(土) 

１８日(月) 
海の日上映会 

２２日(金) 
２３日(土) 

３０日(土) 

「ばあばは、 
だいじょうぶ」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１８年/９８分 

音声：日本語，字幕：なし 

「セイフガード」 

洋画（アクション）/イギリス，日本 

２０１９年/９４分 

音声：英語，字幕：日本語 

「ハムナプトラ 3   
呪われた皇帝の秘宝」 

洋画（アクション）/アメリカ 

２００８年/１１２分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「だれもがクジラを 
愛してる。」 

洋画（人間ドラマ）/アメリカ 

２０１２年/１０７分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「ベイブ 都会へ行く」 

洋画（ファンタジー） 

オーストラリア/１９９８年/９６分 

音声：日本語，字幕：日本語 

「六月燈の三姉妹」 

邦画（人間ドラマ）/日本 

２０１４年/１０４分 

音声：日本語，字幕：なし 

ちょっと弱虫な小学生の

翼は優しいばあばが大好

き。あるとき、ばあばが

「忘れてしまう病気」に

なって、突然いなくなっ

てしまった。 

ロンドンで和食レストラ

ンを経営する日本人夫婦

がロシア人マフィアから

脅迫を受ける。夫は妻と子

供を守るために命がけで

戦うが…。 

冒険家を引退後、リックは

伝説のブルーダイヤを運

ぶ依頼を受ける。上海に渡

り息子と再会するが、封印

された皇帝が復活し…。 

（みんなでシネマ上映会） 

リポーターのアダムは、

氷に閉じ込められたク

ジラを発見する。環境保

護団体のレイチェルは

救出を要請するが…。

（みんなでシネマ上映会） 

“牧羊豚”として楽しく暮

らすベイブは、ある日、大

ケガをしたホゲットおじ

さんのため、夫人と一緒に

都会へ旅立った。 

（みんなでシネマ上映会） 

家族経営の和菓子店「と

ら屋」に、次女の奈美江

が帰ってきた。家族合わ

せてバツ 4 の一家は、六

月燈の夜に新作和菓子で

起死回生の作戦に出る。 

 

マンスリー朗読会 

13：00～13：30 

文学館 

休館日 

（資料整理日) 14：30～15：00 

対面 

対面 

11：00～11：30 

週 曜 バスのとまるところ 週 曜 バスのとまるところ

くしろししょうがいがくしゅう

釧路市生涯学習センター
13：10 ～13：40

こうようじどうかん

光陽児童館
14：30 ～15：10

　            はるとりてん

フクハラ春採店 14：00 ～14：40
　　　　　　　 がくえん

はしどい学園
13：30 ～14：00

しらかば　　　  がくえん

白樺まりも学園
15：00 ～15：40

どうえいしんふじだんち

道営新富士団地
14：10 ～14：40

                   　とっとりおおどおりてん

ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ鳥取大通店
13：30 ～14：10

ほしがうらろうじんふくし

星が浦老人福祉センター
15：00 ～15：30

　　　　　 　      　    くしろしょうわ

イオンモール釧路昭和
14：30 ～15：10

おたのしけふじた

大楽毛藤田ストア
13：30 ～14：10

だいいちふく　　　ほいくえん

第１福ちゃん保育園 ※2
13：30 ～14：10

おたのしけしょうがっこう

大楽毛小学校
14：30 ～15：10

やなぎまち　　　　　　　　　　　じょう

柳町スピードスケート場
14：30 ～15：10

はるとりししょ

春採支所
13：30 ～14：10

　　　　　　　　　　くしろぶんか
コーチャンフォー釧路文化ホール ※1

13：30 ～14：10
　　　　　　　むさてん

フクハラ武佐店
14：30 ～15：20

こまばこうえん

駒場公園
14：30 ～15：10

じ　　か　　ん

時　　　間 7月 8月

火 12・26 9・23

第2

と

第4

かすがこうえん

春日公園

水 13・27 10・24

木 14・28 11・25

金 8・22 12・26

　　※としょかんバスは祝日関係なく上記の日程で運行しています。
　  ※１「コーチャンフォー釧路文化ホール」は「釧路市民文化会館」の愛称です。
　　※2「第1福ちゃん保育園」は「緑ケ岡会館」と同じ場所です。

13：30 ～ 14：10

水

金 1・15 5・19

6・20 3・17

木 7・21 4・18

第1

と

第3

じ　　か　　ん

時　　　間 7月 8月

第1 火
やまはなしょう・ちゅうがっこう

山花小・中学校
10：20 ～ 10：50 5 23（第4火)

火 5・19 2・16

11：00～11：30 

対面 

11：00～11：30 

子母澤寛講演会 

13：30～15：00 

文学館 

11：00～11：30 

対面 

釧路高専公開講座 

13：00～16：10 

文学館 


