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大人のためのおはなし会
　しばし日常を忘れて、おはなしの世界をゆっくり、
たっぷり楽しんでみませんか。
日時　３月８日（火）　午前10時～11時30分
申�し込み　２月５日（土）以降に、電話または直接市立

図書館へ
※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。

おはなしポケット
小さい子向け
日�時　２月２日・16日の水曜日　午前11時から
大きい子向け
日�時　２月５日、３月５日の

土曜日　午前11時から

館内企画展示
一般向け（カウンター前）
展示内容

「科学道」
　理研と編集工学研究所による「科学道」の選定100
冊を中心に、一般書・児童書問わず、科学のおもしろ
さ・素晴らしさに触れる本をご紹介します。
期間　３月２日（水）まで
児童向け（児童コーナー）
展示内容

「おやつのじかん」
　お菓子、果物、ケーキなどおやつに関する本や、親
子で一緒に作れるお菓子の本などを紹介します。

「ねこの本」
　猫の本を集めました。かわいい猫、かしこい猫、こ
わい猫など、本の中にはいろいろな猫が登場します。
皆さんはどんな猫を思い浮かべ
ますか？
期間　３月27日（日）まで

ビブリオバトル～大人の陣～
　図書館の読書会グループ「金曜日の読書会」の皆さ
んによるビブリオバトルを開催します。本をこよなく
愛する皆さんのおすすめの一冊とはどんな本なのでし
ょう。発表を聞いて、読みたくなった本に投票するだ
け。ぜひご参加ください！
日�時　３月４日（金）　午前10時

から（１時間程度）
対象　成人
人数　20人（申し込み順）
費用　無料
申�し込み　電話または直接市立図

書館へ

図書館映画会「金曜シネマ」
上映作品　「教

き ょ う か い し

誨師」（114分）
　受刑者に対して道徳心の育成、心の救済につとめる
教誨師。半年前に着任したばかりの佐伯は、一癖も二
癖もある６人の死刑囚に面会する。
監督　佐向大
出演　大杉漣　他
日時　２月18日（金）　
　午前10時から
費用　無料
申�し込み　電話または直接市立図

書館へ

『暮らしが整う「片付けない」片付け』

著者：Kayoko　出版社：アスコム
　日々の生活の中で感じる小さな

「暮らしにくさ」を整えていくと、
暮らしは格段に変わります。整理収
納アドバイザー・kayokoが、最小
限の労力でできる整理収納の基本と
場所別の片付け方を写真で紹介。

『おいしい果樹の育て方　苗木選びから剪定、
料理まで』
著者：野田勝二　出版社：西東社
　イチジク、ウメなど人気のある定
番果樹ごとに、植え付けから収穫ま
での管理作業、収穫した果実の保存
と活用法までを紹介。果樹栽培の基
本知識、ワンランク上の果樹の育て
方、実の収穫もできる庭木も収録。

新刊図書案内� 図書館流通センター（新刊全点案内）より引用

図書館まつり

問い合わせ　市立図書館☎985－5121

　聴導犬の仕事について話を伺いま
す。ユーザーの体験談や聴導犬のデ
モンストレーションなどもあります。
遠隔手話通訳とUDトークあり。
時間　
　午後１時30分～３時30分
場�所　生涯学習センター視聴覚室
対象　どなたでも
人数　50人（申し込み順）
費用　無料
申�し込み　２月14日（月）以降に、電話または直

接市立図書館へ

聴導犬に会いに行こう

　楽しいものづくりを体験しましょう。
時間　①午前10時～11時
　　　②午後 １時～ ２時
場所　生涯学習センター研修室
対象　児童・親子
※未就学児は親子で参加してください。
費用　無料
申�し込み　不要（直接市立図書館へ）

あそびのひろば
図書館まつり特別版

　スタンプを集めてクイズに答えてね！
時間　午前９時から（景品がなくなり次第終了）
対象　どなたでも

おたのしみスタンプラリー

時間　午前９時から（景品がなくなり次第終了）
対�象　図書館カウンターで５点以上借りた人（一人

１回まで）

図書館でくじ引き！

　図書館布絵本ボランティア「ポコ・ア・ポコ」制
作の日高の民話をテーマにした大型紙芝居や手作り
の布のおもちゃ等の展示を行います。
時間　午前10時～午後３時
場所　生涯学習センター２階会議室

大型布芝居と布のおもちゃ
の展示

時間　午前10時～11時30分
場所　生涯学習センター２階視聴覚室
対象　どなたでも
人数　50人（申し込み順）
出演　三遊亭鳳志さん
費用　無料
申�し込み　２月14日（月）以降に、電話または直

接市立図書館へ

図書館で落語会

時間　午前11時～11時30分
場所　生涯学習センター正面入り口前
※天候により変更する場合があります。
対象　どなたでも
申し込み　不要（直接会場へ）

日高もくせいの会おはなし会

時間　午後２時～２時30分
場所　生涯学習センターウッドデッキ
※天候により変更する場合があります。
出演　NEKOさん
対象　どなたでも
申し込み　不要（直接会場へ）

自転車紙芝居

期日　３月６日（日）

新型コロナウイルス感染症の状況により中止または変更になる場合があります。

開館時間　午前９時～午後７時
休館日　７日（月）～11日（祝）
　　　　※蔵書点検のため
　　　　28日（月）
※新型コロナウイルス感染症の状況により
変更となる場合があります。

☎985－5121
市立図書館から市立図書館から
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