
りよだ館書図

２０１８年４月号 平成３０年４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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整理休館

日時 ４月2８日（土）１４：00～１４：30

場所 図書館 外の芝生の上

内容 絵本『ぼくのおべんとう』ほか

対象 3歳～小学生 大人の方もどうぞ！

日時 ４月1４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 『 アイス・エイジ 』

2万年前の氷河期、マンモスのマニー達は、迷子に
なった人間の赤ちゃんを家族に届ける旅に出る！

子ども映画会

おはなし会

日時 4月３日（火）、１０日（火）、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、絵本の読み聞かせ、

紙芝居など

対象 0歳～3歳くらい

おはなしポッケ

日時 ４月１４日（土）10：00～1１：５０

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 『 天使のいる図書館 』

図書館でのレファレンスサービスがもたらす、本と

人、心と心をつなぐ感動の物語。

大人の映画会

９７号

…休館日

おはなしポッケ 子ども映画会 大人の映画会 おはなし会

【４月のカレンダー】 【５月のカレンダー】

今月は… 青空おはなし会です！

「蓮糸で作った布」展示会



○ 「おはなしのクレヨン」 ・・・おはなし会や学校での読み聞かせなど。

○ 「布絵本あれあれ」（毎月第１、第３水曜日） ・・・図書館貸出用の布絵本作成。

○ 「バラボランティア ブーケ」（毎月第３火曜日） ・・・図書館の中庭をバラ園に。

○ 「切り絵ボランティア キリボラ」（毎月第１金曜日、第３火曜日）
・・・郷土の紙芝居等を切り絵で作ります。

○ 「毛呂山草花研究会 草花をたのしむ会」（毎月第3土曜日・不定期）
・・・毛呂山町にある植物を歩いて調べてまとめます。

○ その他、書架整理や本の修理などをする個人ボランティアもあります。

蓮の花の優しさが伝わる布の展示と綿花からの糸つむぎの実演

場 所 図書館２階 読書室にて

蓮・カラムシ等・繭から

紡いだ布の展示を

行います

万葉集について、２０１６年に大ヒットしたアニメ映画

『君の名は。』とからめてご講義いたただきます。

講 師 近藤 悦啓 氏 場 所 図書館２階 視聴覚室
よしひろ

対 象 毛呂山町在住・在勤・在学の方 定 員 先着５０名

申込み 受付中（電話可）

①コースター作り

②綿からの糸紡ぎ

10:00～12:00

各 10 名（木曜日以外）

参加費無料

春ははじまりの季節。あたらしいこと、はじめてみませんか？

ボランティアさん、随時募集中です♪



１、ヴィヴァルディ “四季”より「春」

２、モーツァルト 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

３、ボッケリーニ 「メヌエット」

４、ショパン 「ワルツ第６番変ニ長調Op.64-1「小犬」

５、ショパン 「ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」

仲沢さんの解説付き動画がYouTube で見られ

ます。QR コードからいますぐチェック♪

斉藤よし江さんのグリーン ローズ ガーデン

エフジー武蔵／出版 627.7 ﾎﾟ （郷土コーナーにあります）

図書館の中庭をつくるボランティア「ブーケ」の監修をしてくださっている、斉

藤よし江さんの本が出版されました！斉藤さんがオーナーをつとめる毛呂山

町平山にあるオープンガーデン「グリーン ローズ ガーデン」の華やかな四季

の草花と緑豊かな里山の風景をたっぷり詰め込んだ、贅沢な１冊です。

１階も。

屋根が外せます。

春の定番！
新しい挑戦を応援してくれるよ

うな楽しく華やかな曲です。

軽やかで可愛らしい♪

「小犬のワルツ」で有名ですね！

とにかく華やか!!



館長 五十嵐館長館館長だより館長だより
館長 五十嵐

図書

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。

本に書き込みをしたり、破れたり、汚れたり、水にぬれたり…。

次に使いたい方が借りられなくなってしまい、困っています。

図書館の資料は利用者のみなさま全員が共有するものです。

正しく丁寧に扱ってくださいますよう、お願いいたします。

また万が一汚破損などありましたら、お早めにご相談ください。

毛呂山町立図書館長 五十嵐 京
い が ら し みさと

最近は子供でも、スマホを自由に扱っています。それに伴い、子供たちの危険が増大し

ているようです。昔なら、繁華街に子供だけでいくことは何やら危険の匂いを感じまし

た。それは大人が危険の可能性を理解していたからでしょう。しかし、ネット社会など

私には良く分からない世界です。大人が理解していない世界を子供の自由にすることは

あまり勧められる話ではありません。スマホを買い与えた親が、その危険性をどれだけ

理解しているか心配でもあります。

図書館の切り絵ボランティアである仲沢光男さんが、ペーパークラフトにより図書館の

立体模型を作成しユーチューブに投稿いただきました。見てみると、他にも図書館庭の

バラの様子やいろいろなことが投稿されていました。自由に投稿できるのですね。投稿

いただいたことは大変ありがたいことです。

ちなみに皆さん、ユーチューブで「毛呂山町立図書館」を検索してみてください。ペー

パークラフトやバラの他にも毛呂山町に関する様々な動画を見ることができます。私の

知らない世界が確実に広がっていることを感じます。

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。

井野 徳子 笠原 恵美子 関口 慎太郎 宮永 茉莉花

難波 沙織 大竹 桃 根塚 恵子 佐々木 賢児

今井 真 中沢 裕子 菅原 美弥紀 岡崎 吟子

藤本 節子 串田 文子 吉田 光栄 仲島 嘉寿子

(順不同・敬称略)

寄贈図書（３月分）


