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＜毛呂山町立図書館＞住所 ： 毛呂山町岩井西４－１８－１ 
               TEL ： ２９５－１０１５ / FAX ： ２９４－８６２３ 

開館時間 ： 火～金 ９：３０～１９：００  
 土日祝日 ９：３０～１７：３０ 

＜図 書 館 URL＞   http://www.library.moroyama.saitama.jp/ 
＜毛呂山町 URL＞   http://www.town.moroyama.saitama.jp 

【７月のカレンダー】                             

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ １ ２ 

   特別整理休館    

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

  おはなしポッケ    大人映／子供映 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

調べる学習①  おはなしポッケ     

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

 調べる学習② 振替休館    おはなし会 

２４データ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

  ３１オッペ   おはなしポッケ    アナウンサー 

※大人映＝大人の映画会／子供映＝子ども映画会／調べる学習＝「図書館を使った調べる学習」チャレンジ講座 

データ＝図書館活用講座「法律のクイズにチャレンジ！データベース調べ方教室」／局アナ net プレゼンツ体験講座「ア

ナウンサーになってみよう！」／オッペ＝人形劇団オッペ 第５９回定期公演 
 

 ★大人の映画会★ 

日時 ： ７月９日（土） 

午前１０：００～１１：２０ 

内容 ： 「黄金花」 主演：原田芳雄、松坂慶子 

場所 ： 図書館２階視聴覚室 

定員 ： 先着５０名 ／ 申込み：不要 

★花の写真展★ 

日時 ： ７月１０日（日）～１６日（土） 

午前９：３０～午後５：００ 

（月曜日は休館日、最終日は午後４:00まで） 

場所 ： 図書館２階読書室 

 

★中学生の絵画作品展★ 

日時 ： ７月２０日（水）～8月２８（日）午前９：３０～午後５：３０（月曜日は休館日） 

場所 ： 図書館２階読書室  



 
 

 

 

たのしい なつやすみの おはなし会☆ 

日時  ７月２３日（土）午後２：００～２：３０ 

場所   図書館２階視聴覚室 

対象   ３才～小学生 大人の方もどうぞ！ 

内容   おはなし「ほくとしちせい」、絵本 ほか 

 

 

日時  ７月３１日（日）午前の部 午前１０：３０～１１：３０ 
午後の部 午後 ２：００～ ３：００ 

場所  図書館２階視聴覚室  

対象  どなたでも ／  定員 各回先着８０名 

内容   「さんまいのおふだ」ほか 
 

 

 

図書館が閉まったあとの、きもだめしおはなし会です 

 

日時  ８月１１日（木）午後７：００～８：００ 

場所  図書館  ／  内容  ひみつ 

対象 どなたでも （親子での参加大歓迎です） 

定員  先着７０名 ／ 持ち物  図書館の利用券 

申込み  ７月２７日（水）午前９：３０から受付（電話可） 

☆子ども映画会☆ 

日時 ７月９日(土) 

   午後２：００～３：４０ 

場所 図書館２階視聴覚室 

定員 先着５０名 

内容 「ベートーベン」  

頭のいいセント・バーナード犬が巻き起こす

騒動を描いたコメディ。ニュートン家に紛れ

込んできた、ベートーベンと名付けられた子

犬はみるみる大きくなり、子供たちの親友に

なっていく。しかしそれと同時に問題も増え

て・・・。 

☆おはなしポッケ☆ 

日時 ７月５日(火) ,１２日（火）,２６日（火） 

   午前１１：００～１１：３０ 

場所 図書館１階おはなしコーナー 

内容 わらべうた、手あそび、絵本の読み聞

かせ、紙芝居など 

対象 ０歳～３歳くらい 



 

 

 

日時  ７月１０日（日）,１８日（月）,８月２１日（日） 

午後２：００～４：００ 

場所  図書館２階視聴覚室 

講師  尾下 千秋氏（絵本塾出版） 

対象  毛呂山町在住在学の小学生、中学生（保護者同伴可） 

定員   先着２０名 ／ 持ち物 筆記用具、メモ帳またはノート 

申込み  6月 21 日(火)午前９：３０から受付（電話可） 

 

 

 
日時  ７月２４日（日） 午前１０：００～１２：００ 
場所  図書館２階 視聴覚室 
講師  山内 享郎（みちろう）氏（第一法規株式会社）  

対象  小学５年生以上（親子・兄弟での参加歓迎） ／ 定員 先着１２名 

内容  夏休みの自由研究や調べる学習コンクールにも使える！図書館で利用で 

きるデータベースを使って、法律などの調べ方をクイズ形式で学びます。 

暮らしに役立つ法律情報を学んでみたい大人の参加もOK です。 

申込み ７月７日（木）午前９：３０から受付（電話可） 

 

 
 

日時  ８月５日（金）,６日（土） 午前１０：００～１２：００ 
場所  図書館２階視聴覚室 ／ 対象 小学生（保護者同伴可） 

定員  各回先着３０名 ／ 参加費 1 人１００円（材料費、保険代含む） 
持ち物 同じタイプのペットボトルを２つ（３５０ml・側面のたいらなもの）、 

スチレン皿（たいらなもの）、はさみ 

申込み ７月２０日（水）午前９：３０から受付（電話可） 

 

 

 

日時   ８月１６日（火）,２５日（木）：絵画 ／ ８月３０日（火）：恋 

午後２：００～４：００  
場所   図書館２階視聴覚室  
講師   斉藤 修平 氏 ／ 対象 毛呂山町在住・在勤・在学の方 

定員  先着 3０名  

内容   ２回は日本とヨーロッパで描かれた遊び絵画を通して、失われた遊び心を 

再現します。また、ラスト回では、たぐいまれな構図を用意して描かれた 

広重の、恋する五十三次の旅へと出発しましょう。 

申込み  ７月２６日（火）午前９：３０から受付（電話可） 



 

 

日時   ７月３０日（土） 午前１０時～１１時３０分  
場所   図書館２階視聴覚室  
講師   茂木アナウンサー、常世アナウンサー（局アナ net） 

対象  ５歳～小学６年生まで（保護者同伴可）※ひらがなが読めること 

定員  先着１２名 ／ 参加費 ８００円（アナウンスブック代） 

内容   この夏、アナウンサーになろう！本物のアナウンサーと一緒に、声を出す 

楽しさ、アナウンサーのお仕事のおもしろさを体験できます。 

申込み  ７月１２日（火）午前９：３０から受付（電話可） 

 

館長 五十嵐
い が ら し

 京
みさと

 

６月初め、例年行う蔵書点検のため特別整理休館としました。 

皆様のご協力ありがとうございました。 

蔵書点検は、所蔵資料の確認・点検作業です。お貸出している資料以外のものは全て

あるはずですが、存在の確認できない資料（不明資料）があるのが現状です。不明資料

は全部で 603点でした。職員一同図書館中をくまなく探した結果です。 

この結果を踏まえ、お貸出や通常業務の上でミスのないように改めて心掛けると共に、

今一度利用者の皆さまにも、資料の大切さ、共有の財産であるという認識を深めていた

だければ大変ありがたいと思い、お話させていただきました。 

昨年度ひと月あたりの利用者は、おおよそ 5,900 人（利用者１日約 240 人・来館者

は 520 人）、貸出点数は 24,000 点(１日 980 点)です。多くの皆様にたくさんの資料

をご利用いただけることを心よりうれしく感じております。 

ここ 1 年、図書館利用者は増加の傾向にあります。身の引き締まる思いです。 

7 月からも、多くの皆様にご来館いただくためにがんばります。 

 

 

 

 

寄贈していただいた図書につきましては、当館で選書し、館内用とリサイクル用に分けて利用さ 

せていただきました。ご協力ありがとうございました。 

 

原田 智栄子 澁坂 俊子 内野 勝裕    田辺 和男 

内田 玲子 安藤 博一 笠原 恵美子 大槻 亜紀子 

江頭 鈴 尾上 明子 神原 八千代 青木 敏郎 

松野 樹弘 山田 敏男 吉田 由雄 宮寺 隆宏 

富永 茉莉花 甲斐 満子 小峯 圭子 （順不同・敬称略） 


