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ブンさん

天の川イベント開催中です！（全て参加費無料です）
講演会野草を楽しむ

おもしろ理科実験

8/3（土）
14：00～15：00
2 階セミナールーム

8/4（日）
10：00～11：30
玄関前

野に咲く草を美味しく食べる名人、
まつおあいこさんにお話を伺います。
野草摘みの様子とその使い方を
解説していただきます。

工作をしながら身近な不思議が
体験できる、小学生対象の
楽しい理科実験です。
みんなで遊びながら

参加希望の方は前日までにカウンター

実験をしませんか？

またはお電話にてお申し込みください。

かかし作り講座
8/8（木）
13:30～16:30
2 階セミナールーム

アニメーターに聞いて
みたい 10 の質問!
8/11（日）
13:30～15:00
2 階セミナールーム

親子でかかしを作って、
夏休みの作品にしませんか？
学校に提出後、山岡かかしコンテストに
応募できます。
大人だけでも参加できます。

テレビや映画で話題のアニメ作品を
手がけている串原在住のアニメーター、
平林孝さんにあれこれ質問して、
そのお仕事について教えていただきます。

申込期間：7/25（木）10：00～
カウンターか電話にてお申し込みください。
定員：25 体分（先着）
持ち物：かかしの頭に使う白い布
（大人用のＴシャツなど）1 枚

参加希望の方は前日までに
カウンターまたはお電話にて
お申し込みください。

※イベントの日時・内容は変更になる場合があります。

参加希望の方は前日までにカウンターまたはお電話にてお申し込みください

歴史講座

たべとる講座

中津川をめぐる女性たち

自然農法農家のおはなし

～幕末・明治から昭和まで～
8/18（日）
13：30～15：00
2 階セミナールーム

8/24（土）
14：00～15：30
2 階セミナールーム

9/29 まで中津川市中山道歴史資料館が開催
する同名の企画展では、中山道周辺の歴史や

「たべとるマルシェ」を主催する
「恵那 NEW FARMERS 交流会議」のメンバー

下田歌子女史を育てた時代背景を

「大江自然農園」大江栄三さんに

目にすることができます。
安藤嘉之館長が解説されます。

土や野菜のことについて教えてもらいます。

８月のおはなし会スケジュール
10：30～11：00 おはなしのへや

8/6・20・27（火）

0～3 歳児向けの絵本や手遊びなど
赤ちゃんとのふれあいの時間を楽しむおはなし会

10：30～11：30

8/3

おはなしテラス

（土）

8/10
（土）

タイ語で遊ぶおはなし会

13：30～14：00

11：00～11：30
おはなしのへや
3～5 歳児向けの絵本など
のおはなし会

おはなしのへや

小学生も楽しめるおはなし会

13：30～14：00

2 階セミナールーム

部屋を暗くしたこわ～いおはなし会

8/17

13：30～14：00

（土）

おはなしのへや
こわ～くないおはなし会

13：30～14：00

2 階セミナールーム

部屋を暗くしたこわ～いおはなし会

8/24
（土）

11：00～11：30
おはなしのへや
3～5 歳児向けの絵本など
のおはなし会

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『虫ぎらいはなおるかな?』
金井真紀/文と絵
出版社：理論社 分類：486/ｶ

内容紹介
今さら虫が大好きになれるとは思えない。

だが、せめて虫ぎらいを脱することができたら…。
虫ぎらい歴 40 年の文筆家・イラストレーターが、
虫ぎらいを脱するために、さまざまな形で虫と
関わっている人にインタビュー。

市内の高校 4 校の先生、生徒の
おすすめ本を月替わりで紹介します。
今月は「恵那高等学校」です。

びぶりお定期便

『傑作はまだ』
瀬尾まいこ/著
出版社：エムオン・エンタテインメント
分類：913.6/ｾ
分類：913.6/ﾁ

内容紹介
『そして、バトンは渡された』で本屋大賞を受賞した

瀬尾まいこさんの、新たな家族を描いた物語です。
主人公のもとに生まれてから一度も会ったことのな
い 25 歳の息子・智が突然訪ねてきた場面から物語は
始まります。設定だけ聞くとシリアスですが、そこは
さすが瀬尾まいこさんだけあって、温かく、愛に満ち
た物語になっています。ぜひ読んでみてください！

今月の特集のお知らせ
1 階ぴっくあっぷ

2 階ふるさとギャラリー

「大人イズム」

「大自然を旅する
まゆたまちゃん」写真展

7・8 月連続企画！こどもイズムに続き、
大人イズム。

まつおあいこさんのインスタ投稿が

あとひとつきで夏休みも終わり。

注目され、韓国の絵本になった

童心にかえったあとは、かっこいい

「まゆたまちゃん」。

大人にステップアップ！
マナーやビジネスに関する本、偉人の本

恵那の大自然を背景にした四季折々の
美しく、かわいい写真を展示します。

を読んで自分磨きをしませんか？
場所 2 階郷土資料室
期間 7/25（木）～8/28（水）

場所 ぴっくあっぷコーナー
期間 8/1（木）～8/28（水）

8 月カレンダー
月

火

水

1階ぴっくあっぷ「大人イズム」
8/1-8/28
2階ふるさとギャラリー
「大自然を旅するまゆたまちゃん」写真展
7/25-8/28
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＊8/8 かかし作り講座
定員：かかし25体分（先着順）
持物：大人用の白いTシャツ、肌着
などの布
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＊かかし作り講座
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＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

27

土

日

募集中（カウンター/電話にて）
＊8/3
野草を楽しむ
＊8/11 アニメーターに聞いてみたい10の質問！
＊8/18 歴史講座
＊8/24 たべとる講座

3

4

＊タイ語で遊ぶおはなし会
10：30-11：30
＊小学生のためのおはなし会
13：30-14：00
＊野草を楽しむ
14：00-15：00

＊おもしろ理科実験
10：00-11：30
＊ミニ茶会
14：00-15：00

10

山の日
11
＊アニメーターに聞いてみたい10の
質問！
13：30-15：00

＊おはなし会
11：00-11：30
＊こわ～いおはなし会
13：30-14：00

休館日
19

第三日曜日は恵那市読書の日

17

18

＊たべとるマルシェ10：00-14：00
＊こわ～いおはなし会
13：30-14：00
＊こわ～くないおはなし会
13：30-14：00

＊歴史講座「中津川をめぐる女性たち」
～幕末・明治から昭和まで～
13：30-15：00

24

25

＊おはなし会
11：00-11：30
＊たべとる講座
「自然農法農家のおはなし」
14：00-15：30

28

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

29

30

休館日

31

1

＊大人のための読み語り
14：00-14：30

（図書整理日）

※イベントの日時・内容は変更になる場合があります

開館時間

火～金
土日祝

10：00～20：00
10：00～18：00

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

