
おはなしポッケ おはなし会 ※１１月の子ども映画会の詳細は来月号にてお知らせいたします

子ども映画会 大人の映画会

２０１７年１０月号 平成２９年１０月１日

＜毛呂山町立図書館＞ 住所 毛呂山町岩井西４－１８－１

電話 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
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図 書 館 だ よ り

９１号

日時 １０月１４日（土）1４:00～1６:１0

場所 図書館2階 視聴覚室

定員 先着50名 ／ 申込 不要

上映作品 『ナイトミュージアム』

自然史博物館の夜警の仕事に就いたラリー。しかし
働き始めたラリーが目にしたのは夜になると展示
されている全てのものが生き返る不思議な博物館
だった。

子ども映画会

日時 １０月２８日（土）1４:00～1４:30

場所 図書館2階 視聴覚室

内容 おはなし『にぎりめしころころ』ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

おはなし会

今月のテーマは「むかーしむかし、あったとさ」

日時 １０月３・２４日（火）

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、紙芝居、絵本の読み

聞かせ

対象 0歳～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 １１月１１日（土）10:00～11:30

場所 図書館２階 視聴覚室

定員 先着50名 ／ 申込 不要

上映作品 『家で死ぬということ』

「先祖代々守り続けてきた家で死にたい」義母の思
いをかなえることは出来るのか？都会で育った男
が余命三ヶ月と宣告された義母と過ごす一冬の物
語。

大人の映画会



青空おはなし会 布絵本ボランティア 切り絵ボランティア リサイクル祭り
「あれあれ」コーナー 「キリボラ」コーナー

☆昨年大好評！大盛況に終わった図書館祭りを今年も開催します！！

日時は・・・

１０月１５日（日）９：３０から♪
（各種イベント内容や時間はチラシと広報もろやま１０月号をごらんください）

今年もより楽しんでいただけるように、試行錯誤頑張ります。

館長の図書館探検ツアーも行いますので乞うご期待！

駐車場は毎年混雑いたしますので、可能な方はお車以外でのご来館をおすすめします。

職員一同、みなさまのご来館を心よりお待ちしております。

催 し 物 の ご 案 内

日時 １１月１６日（木）９：３０～１４：００頃

場所 毛呂山町内（集合・解散場所：図書館）

対象 一般

定員 先着２０名

参加料 冊子代１,０００円（「歩いて見つけた神さま・仏さま」をお持ちでない方）、昼食代１,３００円

案内 町史研究メンバー

内容 毛呂山町内の石仏を取り上げた「歩いて見つけた神さま・仏さま」（町史研究会発行）から、数箇所の石仏を

めぐります。冊子を元に歩くので、わかりやすく、おもしろさ倍増です！途中町内飲食店で昼食も♪楽しく毛

呂山を歩きましょう！

持ち物 冊子「歩いて見つけた神さま・仏さま」、飲料水、筆記用具、歩きやすい服装、帽子、カメラ（必要な方）

申込み １０月２０日（金）午前９：３０から受付（電話可）

郷土散歩 「毛呂山石仏めぐり～２巡目」

画像は第５回のものです



読書会 毛呂狐クラブ
も ろ っ こ

一冊の本を通して多くの人と触れ合いませんか？共に語り合うことで新しい発見があるかもしれませんよ。

日時 １１月４日（土）１５：００～１７：３０

場所 図書館２階 読書室／ 課題本『スクラップ・アンド・ビルド』 羽田 圭介著

定員 先着２０名／ 申込先 毛呂山町立図書館 電話またはＥメール

主催 毛呂狐クラブ 世話人 花岡 進 協賛 毛呂山町立図書館

※ 必ず課題本を読んで来て下さい。

図書館に★おでかけ動物園がやってくる！

日時 １１月１９日（日）

①１０：００～１１：００ ②１２：００～１３：００ ③１４：００～１５：００

場所 図書館中庭（雨天時屋内にて）

対象 どなたでも

参加費 無料

実施 埼玉県こども動物自然公園

内容 図書館におでかけ動物園がやってくる！うさぎさんやヤギさんも来るかも！？①～③の好きな時間帯に動物

たちとふれあえます♪最初の１５分は動物絵本などの読み聞かせもあるのでお楽しみに☆

※アレルギーをお持ちの方はご遠慮ください。 動物による汚れなどについてはご了承の上ご参加ください。

申込み 不要

ガーデニング講座

日時 １１月９日（木）１０：００～１２：００

場所 図書館２階 視聴覚室

講師 斉藤 よし江氏（バラ愛好家）

内容 バラの育て方など、ガーデニングの始め方についてわかりやすくお話していただきます。図書館のお庭で定期

的に行われているガーデニングのボランティアも募集しているので、よろしければこの機会に是非ご参加くだ

さい。

対象 毛呂山町内在住・在勤の方 ／ 定員 先着３０名

申込み １０月１９日（木）９：３０から受付（電話可）

歴史講座 『戦国の女傑～直虎以外には誰がいたのか～』

日時 １１月２６日（日）１０：００～１２：００

講師 大圖 口承氏 （埼玉県郷土文化会会長） ／ 場所 図書館２階 視聴覚室
お お ず

内容 大河ドラマにもなり一気に知名度を高めた女城主「井伊直虎」。今回の講座では井伊直虎と同じ様に、女城主

として名を馳せた由良家の女傑に焦点をあててお話して頂きます。

対象 毛呂山町内在住・在勤の方

定員 先着３０名

申込み １１月５日（日）９：３０から受付（電話可）



館長 五十嵐館長館館長だより
館長 五十嵐 京

図書館には、本を読むだけでなく勉強や調べ物のためにテーブルのある部屋が２階にあ長 京館

長 五十嵐 京館長 五十嵐 京

館長 五

図書館には、本を読むだけでなく勉強や調べ物のためにテーブルのある部屋が２階にあります。ご来館を

お待ちしております。のご来館をお待ちのの

夏休みになると、多くの高校生や大学生に混じり中学生の皆さんも勉強のため来館します。

こちらの図書館では座席の指定はなく、開館から自由席となっています。

正午から１時までは、館内で食事も可能です。

そのため、開館から閉館まで９時間半みっちり勉強する人もいるようです。

メールアドレスのご登録をお願いします！

（利用者の方へ、アドレス登録をお勧めいたします）

メールアドレスをご登録いただきますと、リクエスト連絡をメールで受け取れる

など、なにかと便利です！メールアドレスには、図書館ホームページのWeb-

OPACから簡単にできます。

※登録に必要なパスワードは、カウンターにて発行いたします。

館長だより

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

近年、風水害などの自然災害が大きくなってきています。

１時間に３０mmの雨も相当な量だと思っていましたが、８０mmを超えるなどと報道される

と想像もつかない量です。先月の新刊『命を守る 水害読本』では、水害のレポートや気象の

基礎知識、豪雨対策や避難などがまとめられています。災害はいつでもどこでも起こりえます

ので、このような本を一読されることも良いのではないでしょうか。

図書館には、小説や随筆だけでなく、教養を高めるための本や実際に役立つ本などもたくさん

揃えていますので、探してみるのも良いでしょう。

さて、今年も例年好評いただいております「図書館まつり」を開催します。

リサイクル本の無料配布やワークショップ、私がガイドをつとめる図書館探検ツアーもあり

ますので、ぜひご参加ください。（詳細は中面をご覧下さい）

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。

小林 伸介 市川 一正 関口 慎太郎 川辺 好

土居 眞弓 宮寺 昭人 栗原 恵太 長倉 正雄

金岡 悦子 秋馬 睦枝 田中 忠政 高垣 美和子

山崎 明子 飯島 雄二 藤井 広喜 （順不同・敬称略）

寄贈図書（９月分）




