
おはなしポッケ おはなし会 ※12月の子ども映画会の詳細は来月号にてお知らせします。

子ども映画会 大人の映画会

２０１７年１１月号 平成２９年１１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

図書館カレンダー
１１月 =休館日 １２月 =休館日

★ 読書会

日 月 火 水 木 金 土
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文化の日 ★
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ガーデニング講座
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石仏めぐり

１９ ２１ ２２ ２３ ２５

おでかけ動物園 勤労感謝の日 振替休館

２６ ２８ ２９

歴史講座 月末整理日

日 月 火 水 木 金 土

１ ２

★

３ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

クリスマス会

２４ ２５ ２６ ２７

図 書 館 だ よ り

９２号

日時 １１月１１日（土）1４:00～1５:30

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 『シュレック』

シュレックの住む静かな沼にファークアード卿から
逃げてきた動物たちが集まって大混乱。シュレックは
いつもの静かな沼を取り戻すためファークアード卿
に動物たちを引き取って欲しいと交渉するが・・・

子ども映画会

日時 １１月２５日（土）2:00～2:30

場所 図書館2階 視聴覚室

内容 おはなし『だいくとおにろく』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「しーっ！ひみつ」

日時 １１月７・１４・２８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



く

催 し 物 の ご 案 内

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 １２月２日（土） 午後１５：００～１７：３０

場所 図書館２階 読書室 ／ 課題本『静かな木』藤沢周平／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 毛呂狐クラブﾞ 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。

日時 １２月１７日（日） １０：００～１２：００

場所 図書館２階 視聴覚室

内容 人形劇団オッペによる人形劇など

対象 毛呂山町にお住まいの小学生までの子ども

※小さなお子様は、保護者同伴でお越しください。

定員 先着８０名

申込 １２月５日（火）９：３０から受付（電話可）

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（雨天時屋内にて決行）

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 不要

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 埼玉県郷土文化会会長 大圖 口承氏

場所 図書館２階 視聴覚室

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５０名

申込 １１月５日（日）９：３０から受付（電話可）

クリスマス子どものつどい
人形劇や、サンタさんもくる楽しいクリスマス会です。



リ

１０月１５日に開催致しました「第６回 図書館祭り」

あいにくの天気でしたが、朝から大勢のお客様にご来館いただきましてありがとうございました。リサイクル祭りの会場が

狭いスペースでご迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。

開催にあたり、日頃よりお力添えくださっているボランティアの皆様には今年も大変助けていただきました。心よりお礼を

申し上げます。駐車場の混雑などでご迷惑をおかけしたところがあるかと思いますが、ご理解をいただき本当にありがとう

ございました。来年も職員一同頑張りますのでぜひお楽しみに！！

野鳥写真展

日時 11月１４日（火）～２１日（火）

９：３０～１７：００

場所 図書館２階 読書室

主催 村田 昌明氏（フォトフレンド毛呂山）

秋の夜長は読書と一緒に素敵な音楽も楽しみませんか♪

図書館のＣＤコーナーには素敵なクラシック音楽がたくさんあります。ぜひ、手に取ってみて下さい。

今回のおすすめは次の２曲です。

１. ブラームス作曲「ハンガリー舞曲５番」

２. ショパン作曲 「ノクターン第２番op9-2」

１. 元々ピアノ曲として作られた曲ですが、今では管弦楽やヴァイオリンでの演奏も多く、色々な演奏形態でＣＤが

出ています。華やかさと情熱、憂愁や郷愁の２つを感じることのできる曲になっています。

２. 聴きなじみのあるメロディーに哀愁と落ち着きを感じていただける曲になっています。

おはなし会 リサイクル祭り 図書館探検ツアー

切り絵作品販売

ワークショップ
＆

♪１１月のおすすめクラッシク音楽



館長 五十嵐館長館館長だより
館長 五十嵐

図書

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。

今年は猛暑が予報されていますが、エアコンの効いた部屋でしっかり勉強する若者の姿を見ると、

頼もしさを感じます。

外がどんなに暑くても、図書館は冷房が効いています。書棚をつぶさに見て回るだけでも、様々な発見

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

皆さんは、「レファレンスサービス」という言葉をご存知ですか。

レファレンスサービスとは、みなさんが学習、研究、調査を目的として必要な情報や資料

などを求めた際に、図書館職員が情報そのもの、あるいはそのために必要とされる資料を

検索、提供、回答することによってこれを助ける業務のことを言います。

図書館は本を読んだり借りたり、郷土資料の収集だけではなく、みなさんが必要とする

情報を提供することも大切な役目です。私たち図書館職員はみなさんの自立的な課題解決

を支援する図書館でありたいと思っております。ぜひ、知りたい、調べたいことがありま

したら遠慮なく職員にお尋ね下さい。

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。

吉田 沙矢香 笠原 恵美子 宮寺 昭人 清野 昭衛

竹内 ふき 中村 誠一 長島 政臣 大坂 悠真

橋本 けさ江 藤井 広喜 前田 久 山田 敏男

大谷木 まき子 濱 裕美 釜津田 洋子 木村 敦

井上 富美子 石原 紀明 富永 茉莉花 （順不同・敬称略）

寄贈図書（１０月分）


