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★ 
リサイクル本配布
（一般書・児童書ほか）    ９：３０～      ロビー 

★ おはなし会スペシャル  ９：４５～１０：４５  学習研修室 … 

★ ヨーヨーつり  １０：３０～１２：００ 中庭 

★「暑中みまい」をつくろう １０：３０～１２：００ 児童開架室 … 

★ 
工作「トイレットペーパーの

芯でロケットをつくろう」 １１：００～１１：３０ 学習研修室 … 

図書館では、夏休みにさまざまなイベントを 

企画しています。ぜひ来てくださいね♪ 

★チャレンジブックラリー（中央）7/23～8/28 

★なつやすみスタンプラリー（新居）7/16～8/31 

★なつのおはなし会（新居）7/27 

★夏休み上映会（中央）8/2～8/7 

★新居開館記念のつどい（新居）8/6 

図書館ボランティア「たんぽぽ」による 
絵本の読み聞かせ・パネルシアターなど 

トイレットペーパーの芯を使って、ロケット 
を作るよ！要予約（7/９～受付開始） 

わくわくデー 

 

・『これならわかる オリンピックの歴史 Q＆A』 

・『観るまえに読む大修館スポーツルール２０１６』 

・『いまどきの子のやる気に火をつける 

メンタルトレーニング』ほか 

◆５月の統計◆  入館者数 20,847人／ 貸出人数 8,378人／ 貸出冊数 35,993冊 

・『かんたん！幸せ！冷たいデザート』 

・『人気店に教わる極上かき氷』 

・『自然と親しむはじめてキャンプ』 

・『素敵と言われる大人のゆかた美人練習帖』 

・『熱中症対策マニュアル』ほか 

エンジョイサマー 

中央図書館 今月の特集 

平成２８年７月２３日（土）９：３０～１２：００ 

場所：中央図書館 

新居図書館 今月の特集 

 

オリンピックを楽しもう！ 

図書館には課題図書や、自由研究の参考になる

本があります。ぜひご活用ください。また静か

な環境で勉強したい場合には、学習室をご利用

ください（新居図書館は夏休み限定で学習室を

設置します）。 

※座席数が限られており、混み合うことが 

ありますので、ご了承ください。 

 

夏の課題・推薦図書の貸し出し 

７月１日より課題・推薦図書の貸し出しが 

はじまりました。 

本の冊数に限りがあり、夏休み中に一人でも 

多くの方に読んでいただくため、貸し出しは 

こども一人一冊、一週間 
とさせていただきます。 

なお、一般の方への貸し出しは夏休み終了後 

からとさせていただきます。 

ご協力をお願いいたします。 

模様をきったりはったりして、自分だけの 
はがきを作ろう（幼児は保護者同伴） 

http://1.bp.blogspot.com/-7LhuYXpg1Dg/VGLLTlr82aI/AAAAAAAAow8/T1Ln0rxprh0/s800/sketchbook_blank_zabuton.png
http://3.bp.blogspot.com/-yRPN0HbKCKk/UYH5pozXKGI/AAAAAAAARJA/FvAGzONLitM/s600/syukudai_boy.png
http://2.bp.blogspot.com/-eBeYbl10fYw/VQF_lAPhDRI/AAAAAAAAsNw/l3uNL-r2yXQ/s800/tree2_natsu.png
http://3.bp.blogspot.com/-qhLeCCetrwY/UYns585_hOI/AAAAAAAARaw/70myIF9B7ws/s800/hiyake_boy.png
http://2.bp.blogspot.com/-5cJQZmGhK6c/UMaecI4RHiI/AAAAAAAAH0Q/uDAwrgW9Viw/s1600/mushitori.png


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

『よくわかる選挙と政治』 
福岡政行/監修、ＰＨＰ研究所 

◆日時  ７月２２日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 お話し室 

◆内容 

 ・【童 話】 「八太郎のわし」 菊池 寛／著 

 ・【小 説】 「冬きたりなば」 星 新一／著 

 ・【童 話】 「オツベルと象」 宮沢賢治／著 

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください 

７月のカレンダー 

 

■＝休館日 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

宵やみにお囃子を稽古する音色が漂い、街角で花火作りに勤しむ男衆

の姿も目にするようになりました。新居の夏を彩る、諏訪神社祭礼の季

節が今年もやってきました。そう、奉納手筒花火です。 

三百数十年をひと口では語りきれません。神事といっても、その時々

の権力者による政策に翻弄され、また時代とともに作法も変化しまし

た。手筒花火を含む、祭礼の流れにはきちんと定めがある一方、消えて

しまった余興もあります。壮麗な奉納花火の裏で、何度も直面した危機

を乗り越えた、先人の苦労も忘れてはなりません。 

平成 25 年から始まった民俗調査は、昨年度 DVD と報告書として完

成しました（図書館でも所蔵しています）。華やかな場面や苦難の歴史

はもちろん、花火製法や祭礼作法など次の世代へ伝統を託そうとする熱

意も詰め込まれた、見やすくて学術性の高いものとなっています。今回

新たに発見された資料や史実も盛りだくさん。 

さあ、DVD と報告書で予習したら、いざ、花火見物！ 

☎ 053-576-4351 

開館時間 9:30～18:30 

☎ 053-594-3155 

開館時間 9:30～18:30 

２０１５年６月に公職選挙法が改正され、

選挙権が満２０歳以上から満１８歳以上に

引き下げられました。７月１０日に行われる

参議院選挙では、新たに２４０万人の若者が

有権者となるそうです。ぜひ政治や選挙に関

心をもって大事な一票を投じてください。 

西部公民館  ：☎ 053-577-2867 

北部多目的ｾﾝﾀｰ：☎ 053-578-0760 

開館時間 9:00～17:00 

おすすめ本 

１８歳選挙権導入後の初選挙 

 

中央図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

      1  2 
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新居図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

      1  2 

3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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公民館図書室 

日 月 火 水 木 金 土 

      1  2 

3  4  5  6  7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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手筒の季節です 

選挙の基本や日本の選挙のルー

ル、選挙報道の問題点、１８歳選

挙についての問題点などを解説す

る児童書です。選挙に際して、お

子さんと一緒にご覧ください。 

持参したパソコンを、パソコンル

ーム内で使用することができ 

ます。 

（座席数４席、電源あり、 

インターネット接続環境なし） 

湖西の名所を 

巡ろう！ ⑱ 

 
７月の朗読会は、夏休み企画ということで 

小学校高学年以上が対象です。ぜひ来て下さい 

中央図書館にパソコン 

ルームができました 

※視聴覚機器等の老朽化のため、 

ＡＶブースは６月 12日（日）を 

もって廃止となりました。 

長い間ご利用ありがとうござい 
ました。 

http://4.bp.blogspot.com/-kB4oy9JqOXY/UZM47tryhwI/AAAAAAAASQA/YVqBfu70GZw/s800/computer_man.png
http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png

