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ブンさん

2 月のイベントのお知らせ
えなとポイントカード
開催期間 1/8（火）～2/24（日）
景品交換 2/8（金）～2/24（日）

第 3 日曜日恵那市
読書の日（2/17）は
ポイント 2 倍デー！

期間中に中央図書館で本を借りて、ポイントゲット。
5 ポイント貯めると、素敵なプレゼントと交換できます。
2/8（金）からは、いよいよ景品交換が始まります！

閉架書庫大開放祭
2/24（日）10:00～15:00（30 分ごとの予約制）
図書館には閉架書庫という本の倉庫があるのをご存じですか？
閉架書庫とは、スペースの関係で出せない本や、貴重書や古い本が保管されている倉庫で、
中央図書館では約 24 万冊の蔵書のうち、約 10 万冊が保管されています。
昨年に続いて今回も一般の方にも開放し、自由に本を選んで借りていただくことができます。
安全のため、一組 30 分の時間制限で開放します。
定員は個人またはグループ（10 人程度まで）限定 10 組です。
1/29（火）10:00 からお電話またはカウンターで受付します。

トワイライトジャズライブ '19
2/24（日）18:00～19:30
出演：ヨッシーとまいポン
閉館後の図書館でのジャズの夕べ。すてきなひと時をお過ごしください。
ジャズに合わせた朗読も行います。
17:00 より、温かいコーヒー、紅茶の無料サービスもあります。
※18:00 以降は、貸出、返却等のカウンター業務は行いませんが、
1 階のご利用は可能です（児童室は除く）。
※イベントの日時・内容は変更になる場合があります。

えなとからのお知らせ
読み聞かせサポーター養成講座（入門）
こども園、学校、コミュニティセンター、福祉施設や図書館などで
読み聞かせ活動をこれから始める予定の方、すでに活動している方も大歓迎です。
素敵な時間を過ごせる読み聞かせを一緒にはじめてみませんか？

磯部 彰さん

講師
（東海音声表現研究会会員、お話の語り部「ひとりうさぎ」）
日程
全 4 回講座です。講座終了後、実習があります。

第1回
第2回
第3回
第4回
時 間

2 月 16 日（土）
2 月 23 日（土）
3 月 2 日 （土）
3 月 9 日 （土）
10：30～12：00

読み聞かせの基本
読み聞かせ演習
乳幼児への読み聞かせ
読み聞かせ発表
図書館でのおはなし会

募集
定員 15 名程度
参加希望の方は、カウンターまたは

の様子

お電話にてお申し込みください。
申し込み期間 2/1（金）～2/15（金）
【TEL 25-5120】

えほんのおもいで
絵本の引き換えは 3 月 31 日まで！

市内に住む 3 歳のみなさんに、こども園等を通して
お配りしている読書手帳です。読んだ本を記録し 50 冊に
なると絵本がもらえます。（※プレゼントは 1 人 1 冊まで。）

・引き換え期限はお子さんが 6 歳になる年度の
3 月 31 日です。
・絵本の種類は図書館職員へお尋ねください。
・図書館またはコミュニティセンターでお渡ししています。
・※恵那市民の方が対象です。

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『ビレッジプライド』
寺本英仁/著
出版社：ブックマン社

分類：601.1/ﾃ

内容紹介
高齢化率 43%、過疎でジリ貧の町が、
「食」と「農」
で生まれ変わった。<A 級グルメ>の仕掛人として、
地産地消レストランや食の学校等を手掛ける島根
県邑南町のスーパー公務員が、自らの体験の一部
始終を語る。

びぶりお定期便

ジュニアコーナーの新着本から
おすすめを紹介します

『エヴリデイ』
デイヴィッド・レヴィサン/作 三辺律子/訳
出版社：小峰書店 分類：K933/ﾚ ジュニアコーナー

内容紹介
毎朝、違う人物のからだの中で目覚める。共通点は、
からだを借りる相手はかならず 16 才で、1 日だけ
ということ。他人の人生を変えるわけにはいかない
と思ってた。きみに会うまでは…。究極のラブスト
ーリー。

蔵書点検のため休館します

今月の特集のお知らせ

〔2/26（火）～3/1（金）
〕

1 階ぴっくあっぷ

「Fashion☆Monster」

資料の返却は返却ポストをご利用ください。
ただし、ＡＶ資料や他館から取り寄せた
資料は返却ポストに入れず 3/2(土)以降に
直接カウンターまでお持ちください。

2/9 日は服の日。他にもニットの日
（2/10）や、ネクタイの日（2/14）、
ふんどしの日（2/14）など 2 月は衣服
に関する記念日が多くあります。

電話やメールによるお問合せは期間中受付
できません。

それにちなんで、今回は服の歴史や
コーディネートの本、ファッションを
題材にした小説などを集めました。

3/2(土)以降にお問合せください。
2/11（月）から 2/24（日）まで、
貸出期間が 3 週間となります。
※大型絵本、他館から取り寄せた資料は
通常の貸出期間となります。

場所 ぴっくあっぷコーナー
期間 2/1（金）～2/24（日）
2 階ふるさとギャラリー

「長谷良樹写真集『ＥＮＡ』展」
期間 1/5（土）～2/7（木）

月

火

1階ぴっくあっぷ「Fashion☆Monster」
2/1-2/24
２階ふるさとギャラリー
「写真集『ENA』展」 1/5-2/7

水

木

＊えなとポイント
開催期間1/8-2/24 抽選期間2/8-2/24
・本を借りると1ポイント。
・5ポイント集めると1回抽選が出来ます。
・2/17はポイント2倍デー

5

休館日
11

建国記念の日

6

7

13

休館日

休館日
25

休館日

8

9

＊学習の日
＊えなとポイント
抽選開始

＊学習の日

18

2

募集：2/14-3/9
（カウンター/電話）
＊修理本講座
3/10
13：30-15：30

3

＊小学生のための
おはなし会
13：30-14：00

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

12

金

募集：2/1-2/15（カウンター/電話）
＊読み聞かせサポーター養成講座（入門）
10：30-12：00
全4回（2/16・23・3/2・9）
定員 15名程度

1

募集：1/29- 10：00～
（カウンター/電話）
＊閉架書庫大解放祭
10：00-15：00（1組30分の予約制）
限定10組（1組につき1～10人程度）

4

開館時間
火～金 10 時～20 時
土日祝 10 時～18 時
土
日

2 月カレンダー

第三日曜日は
恵那市読書の日

＊学習の日
＊おはなし会
11：00-11：30
＊たべとるマルシェ
10：00-14：00

10
＊学習の日

14

15

16

17

＊学習の日

＊学習の日

＊学習の日
＊読み聞かせ講座①
10：30-12：00
＊えなとおはなし会
13：30-14：00

＊学習の日
＊ポイント２倍デー

休館日
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20

21

22

23

24

＊学習の日
＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

＊学習の日

＊学習の日

＊学習の日

＊学習の日
＊読み聞かせ講座②
10：30-12：00
＊おはなし会
11：00-11：30

＊えなとポイント
最終日
＊閉架書庫大解放祭
10：00-15：00
＊トワイライト
ジャズライブ '19
18：00-19：30

26

27

28

休館日

休館日

休館日

（蔵書点検）

（蔵書点検）

（蔵書点検）

恵那市長島町中野 2-2-5
TEL：(0573)25-5120
ＨＰ http://library.city.ena.lg.jp/
mail library@city.ena.lg.jp

