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「人形芝居ぶんぶく」 が
やってくるよ！

【日 時】 ３月７日（土） 10：30～11：20
【場 所】 新居図書館２階 視聴覚室（定員 100 名）
２月１5 日（土）から、中央・新居図書館で整理券を配布します
演目

「カミナリさまがおっこちた」

演目

智元（ちげん）和尚という名高い医者がいた。お供に小僧の珍念
（ちんねん）を連れ、病人やけが人の手当てをしては村々を回り、
村人から慕われていた。和尚さまが留守のある日、天気も良いの
に突然の雷鳴が。珍念が震えていると「和尚どのはおるか～」と
カミナリさまがやってきた。しかし、カミナリさまはその場に倒
れこんでしまった。さてさてカミナリさまの病気は治るのでしょ
うか？そして和尚さまの治療代とは・・

「しっぽのつり」

真冬のある日、お腹がペコペコのキツネど
んは、大きな魚を抱えていたカワウソどん
に魚を半分分けてもらいました。自分でも
魚を釣ってみたくなったキツネどん、カワ
ウソどんにその方法を聞き、早速試してみ
たところ…。

図書館でできる！英語力ステップアップ

英語多読講演会＆相談会
ブックスタートとは、絵本を通して赤ちゃんと保護者が
触れ合う機会を作る活動です。湖西市では６か月の赤ち
ゃんと保護者を対象に行っています。その活動でボラン
ティアをしてくださる方を募集します。本の楽しさを伝
え、本と子どもの架け橋となり、地域の子育てを応援し
てみませんか。
【活動内容】赤ちゃんと保護者への絵本の読み聞かせ
【活動場所】中央図書館または新居図書館
▼まずはお気軽に事前研修会にご参加ください。

日時：２月２８日（金）10：00～12：00
会場：中央図書館
内容：ブックスタートの概要説明、現場見学、
ボランティアとの交流会
前日までに中央図書館へ申し込み（窓口･電話･メール）

楽しく英語力を身につける「英語多読」。簡単な
英語の本をたくさん読むことで、少しずつ英語を
読む力がついてきます。英語多読についての講演
会と、多読の進め方についての相談会を行いま
す。お気軽にご参加ください♪

日時：2 月 23 日（日）13：30～15：15
会場：中央図書館
講師：豊田高専 西澤 一 教授
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員：70 名（要予約）
２月 8 日（土）から受付開始
（窓口・電話・メールで中央図書館へ）

中央図書館 今月の特集

新居図書館 今月の特集

心も体もぽっかぽか

新しい年、身も心も軽やかに！
～ダイエット～

・『本物の名湯ベスト 100』
・『本屋さんで本当にあった心温まる物語』
・『200 のポーズがわかる YOGA 図鑑』
・『いっしょに読んだものがたり』ほか
◆12 月の統計◆

・『わがまま糖質オフ BOOK』
・『やせる出汁』
・『やせる!献立ドリル』
入館者数 16,042 人／

貸出人数 7,093 人／

貸出冊数 29,987 冊

新春イベント報告
◆中央図書館

展示のお知らせ

1/5(日)、1/11(土)

●明るい選挙啓発ポスターコンクール
湖西市入選作品の展示

甘酒サービス、貸出福袋、カ
ルタ大会、図書館ボランティ
アによる人形劇などを行いま
した。高校生の書道パフォー
マンスでは、今年も素晴らし
い作品を書いていただきまし
た。作品は図書館のほか、市
役所、新居支所を巡回展示し
ます。

◆新居図書館

２/14(金)～21(金)

中央図書館１階ロビー

２/21(金)～28(金)

新居図書館玄関ロビー

●統計グラフコンクール作品展

1/5(日)、1/12(日)

２/14(金)～21(金)

新居図書館玄関ロビー

２/21(金)～28(金)

中央図書館１階ロビー

●第５回静岡県書道連盟 浜松西・湖西支部書展

図書館おみくじ、貸出福袋、
紙コップで「ジャンピングね
ずみ」や「けん玉」を作る工
作教室などを行いました。工
作教室で作ったけん玉を使用
した大会も開催し、子どもた
ちはもちろん、保護者の方も
参加して盛り上がりました！

２/21(金)～23(日)

新居図書館２階視聴覚室

※休館日は除きます

冬はやっぱりチョコレート♪

両館ともに多くの方にご参加いただきました。
ありがとうございました！

おすすめ本
朗読グループ「はなしずく」による

『チョコレートのお菓子』

大人のための朗読会

坂田阿希子／著
グラフィック社

◆日時

２月２８日（金）14:00～15:00

◆場所

中央図書館２階 お話し室

２月１４日はバレンタインデーですね！そこで今回は、その
名もずばり「チョコレートのお菓子」という本をご紹介しま
す。
トリュフチョコレートから始まり、シュークリーム、スフレ、
ケーキまで、家庭でも作れる本格的なチョコレート菓子のレ
シピが、洗練された写真とともに多数掲載されています。フ
ランス菓子店・料理店で経験を重ね、料理教室を主宰してい
る著者のセンスが光る、お洒落なラッピングのアイディアも
必見。レシピ手順は、写真入りで説明されています。大切な
人のためにはもちろん、自分へのご褒美に作ってみるのはい
かがですか？早速私は、ラム酒をほんの少したらしたショコ
ラショー（ホットチョコレート）を作りたいと思います！

◆内容
・『100 万分の 1 回のねこ』より

「三月十三日の夜」
・
「チヨ子」
・
「

今江祥智／著
宮部みゆき／著

うまや

厩 火事」

古典落語より

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください
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☎ 053-576-4351
開館時間 9:30～18:30

☎ 053-594-3155
開館時間 9:30～18:30

西部地域ｾﾝﾀｰ ：☎ 053-577-2867
北部多目的ｾﾝﾀｰ：☎ 053-578-0760

開館時間

9:00～17:00

