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図書館に親しみ、本との出会いを楽しんでいただけるよう、毎年１１月に「としょかんまつり」を開催してい

ます。今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し物を分散し「図書館月間」として開催します。 

さらに、サテライト開催として、女性センターで、絵本作家、生物画家として活躍している秦野市在住の

舘野
たての

鴻
ひろし

さんの絵本原画展を開催します。また、最終日には、舘野さんと大井町教育委員会おおい自然園

園長一寸木
ち ょ っ き

肇
はじめ

さんとのトークイベントも予定しています。 
                                      
 

と き：１１月３日（水）～１１月２８日（日） 

女性センターサテライト開催!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

「自然を視る狂気の眼差し」 

舘野
た て の

鴻
ひろし

 原画展 
自然に真摯に向きあい、観察をする舘野鴻さん。そこに

ある命のぬくもりと迫力にあふれた原画をご覧ください。 
 

開催期間：１１月２１日（日）～２８日（日） 

午前９時から午後５時 ※24日（水）休館 

（最終日は正午から３時終了） 

場   所：女性センター(ヴェルミ 3階)   

伊豆箱根鉄道大雄山線『大雄山駅』前 
 

 

≪予約制≫  

舘野 鴻 × 一寸木 肇 トークイベント 

「厳しさの中に温かさがみえてくる」 
絵本等を通して命の大切さを伝える舘野鴻さんと

様々なところで自然観察を実践している一寸木肇さん
のトークイベントです。 

と き：１１月２８日（日）午前１０時から１１時３０分 

対   象：高校生以上30人先着順 

申込方法：10/28（木）９時から市立図書館に電話で 

（休館日を除く） 

問い合わせ先：市立図書館 ☎73-1251 

 

図書館月間
サテライト開催  自然を視る狂気の眼差し～舘野鴻原画展  

≪予約制≫ 

 
とき：１１月１４日（日） 

市立図書館 １階 おはなし室 
１０：１５～１０：４５ おはなしぽけっと  先着１０人 

１１：３０～１２：００ おはなしｻー ｸﾙあのね 先着１０人 
申し込み開始日：１０／１２（火） 

９時から電話でお申し込みください。 
申し込みは家族の分しかできません。 

 

≪予約制≫ 

 

とき：１１月２１日（日） 
市立図書館 ３階 視聴覚室 
１０：００～１１：００ 先着２０人 
１１：３０～１２：３０ 先着２０人 
１３：００～１４：００ 先着２０人 
申し込み開始日：10/21（木） 

９時から電話でお申し込みください。 

申し込みは家族の分しかできません。 

 

 
とき：１１月２１日（日）９：００～１５：００ 
市立図書館 １階 ガラスケース展示  
 

 

とき：１１月３日（水）～１１月２８日（日） 
市立図書館 １階 ２階 

一般書は１冊、児童書は２冊１セットです。 

中身は開けてからのお楽しみ！先着２０セット。 

 



 

 

 

 参加型絵本講座 ≪予約制≫ 
『大人も絵本を楽しみましょう』 

日 時 １０月１７日（日） 

午前１０時～１１時３０分 

場 所 市立図書館 ３階 視聴覚室 

対 象 高校生以上 先着１０人 

講 師   上甲 知子（じょうこう ともこ）さん 

（NPO法人「絵本で子育て」センター所属 

絵本講師） 

託児サービス １歳～未就学児（定員あり） 

利用料１人につき３００円、要事前予約 

申し込み方法 南足柄市立図書館へ直接又は電話で 

申込開始 ９月１６日（木） 午前９時から（休館日除く） 
 

第１８回『大人におくるおはなし会』 ≪予約制≫ 

日 時 １０月１８日（月） 

午前１０時～正午（９時４０分開場） 

場 所 女性センター 研修室１・２ 

対 象 高校生以上 先着３０人 

話し手 おはなし青い鳥 

申し込み方法  南足柄市立図書館へ直接又は電話で 

申込期間 ９月１５日（水）～１０月１７日（日） 

       午前９時から午後５時まで（休館日除く） 
 

秋の映画会『天使のいる図書館』≪予約制≫ 

日 時 １０月２４日（日） 

午後１時３０分～３時３０分 

場 所 市立図書館 ３階 視聴覚室 

定 員 先着 20人 

申し込み方法  南足柄市立図書館へ直接又は電話で 

申込期間 10月５日（火）～１０月 23日（土） 

       午前９時から午後５時まで（休館日除く） 
 
問合先   市立図書館 （0465）73-1251 

来館時のお願い 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の事項をお守りくだ

さい。 
(1)来館前に健康状態の確認や検温をお願いします。体調がすぐれない

場合は来館をお控えください。図書館入口の検温器もご利用いただけ

ます。 

(2)できるだけ最少人数で来館し、短時間の利用をお願いします。館内で

の会話はお控えください。 

(3)必ずマスクを着用し、咳・くしゃみエチケットのご協力をお願いします。 

(4)入館時には、設置の消毒液で手指を消毒してください。 

(5)１～２mを目安として、窓口前に待機位置のマークを張り付けていま

す。人との距離の確保にご協力をお願いします。 

(6)来館者の安全確保のため、来館者自身による来館日時の記録を推奨

します。また、神奈川県「LINEコロナお知らせシステム」を導入してい

ますのでよろしければご利用ください。 

 ◎利用上のお願い 

・調べ物、レファレンスの窓口対応については長時間となる場合、後日の回
答とさせていただく場合があります。 
・閲覧席、学習席については座席数を削減しています。  
・複写サービス、館内 OPAC、インターネット端末、視聴覚コーナーは、消毒
等を行うため一時的に利用をお待ちいただくことがあります。 
・現在館内では常時換気をしております。温度調節のできる服装でおこし下
さい。 
・感染防止の観点から館内での飲食はできません。 

 

１０月～１２月 

 

●●● おはなし会 ●●●  
 

対象

おはなし おはなし おはなしｻｰｸﾙ おはなし

ぽけっと ビスケット あのね 青い鳥

第2水曜日 第4木曜日 第1土曜日 第3土曜日 第4土曜日 第2土曜日 第3土曜日

11:00～11:30 11:00～11:30 14:30～15:00 14:30～15:00 14:30～15:00 11:00～11:30 11:00～11:30

13 28

(ぽけっと) (ぽぽ)

10 25

(青い鳥) (あのね)

8 23 4（土）・ 11（ｸﾘｽﾏｽ） 18（ｸﾘｽﾏｽ）

(ビスケット) (ぽけっと)
19（日）ｸﾘｽﾏｽ

13:30～14:30
14:00～15:00 14:30～15:30

会場 市立図書館　おはなし室 女性ｾﾝﾀｰ図書室　託児室

1・2歳児と保護者 幼児・児童 幼児・児童

11月 6 20 27 13 20

演じて おはなしボランティア 劇団ぽぽ

曜日と

時間

10月 2 16 23 9 16

12月 18 25

＊劇団ぽぽさんのおはなし会は、９月 18日（土）より時間が変更にな
りました。ご注意ください。 

◎催し物、講座等の詳細は、市広報誌・ポスター・

ホームページ等をご覧ください。 

 

 

 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、受

講人数や会場を変更して講座を開催しました。ご理解の上ご参

加いただきありがとうございました。 
 

知ってる？図書館  

図書館の見学やカウンター体験、楽しかったね。 

図書館で調べてみよう 
調べ学習の方法わかったかな？次は何を調べ

よう。 

かがくあそび講座（低学年向け）  
『石のおしゃべり聞いてみよう』宝の石図鑑を作りました。 

かがくあそび講座（高学年向け）  
『すって、はいて、深呼吸～ミニ肺模型を作ろう～』肺の機能につ

いて学びました。人間のからだってすごいです！ 

手づくり絵本講座（全２回）

世界に 1冊だけのわたしの手づくり絵本。 

素敵な作品に仕上がりました。 

 
図書館では季節や市内のイベント等に
ちなんだ本の特集・展示を行っています。 

 

特集 ：児童書  

「あきのおはなし」    

特集 ：一般書  

「魔法」 
１階のガラスケースとコラボ展示は、

一寸木肇さん提供による原画展関連展

示と「舘野 鴻 × 一寸木 肇」トークイ

ベントを記念して、お二人の紹介展示を

行います。 

 


