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●学習コーナー継続中！ 

期間限定で設置していた２階の学習コーナー 

ですが、ご好評につき期間を継続して設置して 

います。広いスペースで静かに学習できます。 

ぜひご利用ください。 

※利用前には、カウンターで利用者カードを 

受け取ってください。 

※飲食・私語は禁止です。 

※イベント開催時には、使用できないことが 

  あります。 

●人形劇フェスティバルはありません 

例年３月に開催していた人形劇フェスティバル 

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

今年度は開催しません。ご理解をよろしくお願 

いいたします。 

新居図書館からのお知らせ 

館長より新年のご挨拶 

新年明けましておめでとうございます。 

日頃よりみなさまにはご利用いただき、

誠にありがとうございます。昨年は、新型

コロナウイルス感染症に関する情報が毎

日流れた１年でした。感染症の収束もはっ

きりしていませんが、こういった時だから

こそインターネット予約を活用して、ステ

イホームで読書を楽しんでいただけたら

と思います。 

今後もクリーンタイムやマスク着用の

お願いなど、感染症の基本的な対策を講じ

ながら可能なかぎり「おはなし会」なども

開催してまいりますので、引き続きみなさ

まのご協力をお願い申し上げます。 

・『志麻さんの気軽に作れる極上おやつ』 

・『ポリ袋でつくるたかこさんのマフィン・ 

  スコーン・パン』 

・『絶品！バスクチーズケーキ』ほか 

・『疫病退散 日本の護符ベスト 10』 

・『あなたにいま必要な神様が見つかる本』 

・『いしばしなおこの縁起物折り紙』 

・『福を招くお守り菓子』ほか 

展示のお知らせ 

と き  2 月 5 日(金)、2 月 12 日(金)、2月 19 日(金) 

10：00～12：00 

（３回の講座すべてに参加できる方優先） 

ところ  湖西市立中央図書館 

定 員  10 名程度 

申込方法 電話、メールまたは直接、窓口へ 

申込締切 令和 3 年 2月 2 日(火) 

 

幼稚園や保育園、学校で読み聞かせをしてみたい、お孫さん
と一緒に絵本を楽しみたいなど、絵本の読み聞かせにチャレン
ジしたいと考えている方を対象に、絵本の読み聞かせ入門講座
を開催します。「絵本の選び方」や「読み方のポイント」など
を、図書館職員と一緒に学んでみませんか？ 

◆１１月の統計◆  入館者数 15,649人／ 貸出人数 7,160人／ 貸出冊数 29,037冊 

おうちで楽しくスイーツ作ろう！ 

●「新春書道展」作品巡回 

湖西高校・新居高校の書道部員が揮毫（きごう）した 

作品が、市内の各施設を巡回します。日程は以下のと 

おりです。 

  ・1/9(土)～1/22(金) 中央図書館 

  ・1/23(土)～2/5(金) 新居図書館 

  ・2/6(土)～2/19(金) 新居地域センター 

  ・2/22(月)～3/8(月) 湖西市役所 

 

●「野菜でぺったん」展示中！ 

新居図書館の玄関ホールに掲示 

してある、よみん祭でつくった 

「野菜でぺったん」が新年バー 

ジョンになってリニューアルし 

たよ！今年の干支のうしさんと 

一緒に写真を撮ってね！ 

開運・縁起物 

新居図書館 今月の特集 中央図書館 今月の特集 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

待望の書籍が出版されました！ 

おすすめ本 

『造園家中根金作の軌跡』 
その生涯と遠州新居での 

景観とまちづくり 

湖西市新居・中根庭園を研究する 

会／企画・編著・出版 

静岡新聞社／制作・発売 

新居地域の景観整備やまちづくりをおこなった造園家、中

根金作氏についての本が出版されました。昨年 10 月 31 日

の中日新聞でも紹介されたので、ご存じの方もいらっしゃる

と思います。この度、研究する会や有志の方のご厚意により、

中央図書館と新居図書館にご寄贈いただきました。造園家・

中根金作についてだけでなく、氏の手掛けた新居地域や遠州

地域の公園・庭園なども知ることができます。新居図書館横

の日本庭園も氏が手掛けたものの一つですので、こちらを起

点に、史跡めぐりとあわせて、「わがまち」の散策にお出か

けしてみてはいかがでしょうか。 

 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

◆日時  １月２２日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 視聴覚室 

◆内容 

・「網走まで」   志賀 直哉／著 

・「炭焼き長者」「貧乏神と福の神」 

    日本の昔話より 

・「フランドン農学校の豚」 

    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 

 

１月のカレンダー 

大人のための工作教室 

<折り紙編> 

和紙千代紙でつくる、お雛様のタペストリーです。お

部屋に飾って、一足早い春を感じてみませんか。 

日時：①令和３年１月２９日（金） 
   ②令和３年２月 ５日（金） 

各日 10：00～11：30 

（開始 5 分前から受付） 

場所：新居図書館 1階 和室 

対象：18 歳以上の方 

定員：各回５名（先着順） 

申込：１月１５日（金）から新居図書館カウンター 

または電話で受付します。 

 

※マスクの着用をお願いします。 

※眼鏡が必要な方はご持参ください。 

※参加費・持ち物は不要です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止になる場合 

 があります。 

ジャンル：生活情報誌 

内容：料理の作り方や手芸、日々の生活に参考 

   になるエッセイやコラムなど、毎日を心 

豊かに過ごすヒントを提供している雑誌 

です。「すてきなあなたに」「暮らしのヒ 

ント集」「買物案内」などの連載が人気 

です。 

所蔵：中央図書館 

今回はコレ！ 
『暮しの手帖』 

 暮しの手帖社 

雑誌 PICK UP！ 

最新号（12-1 月号）の特集： 

「自分を生きなきゃ、意味がない」「3 皿のご馳走」ほか 

 

■＝休館日 

☎ 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 

中央図書館 

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 

31       

 

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 

31       

 

西部図書室・北部図書ｺｰﾅｰ 

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 

31       
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