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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
景品抽選期間

1/8（水）～2/24（月）
2/4（火）～2/24（月）

第 3 日曜日恵那市
読書の日（2/16）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。
2/4（火）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（月）10:30～15:30（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）先着 10 組です。
2/7（金）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 '20
2/24（月）18:00～19:30
出演： 山下真理（マリンバ）、大友玲子（ボーカル）
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、
館内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

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」）

彰さん

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

2/15 （土） 読み聞かせの基本
2/22 （土） 読み聞かせ演習
3/7 （土） 乳幼児への読み聞かせ
3/14 （土） 読み聞かせ発表
10：30～12：00
図書館でのおはなし会
の様 子

募集
定員 15 名程度
参加希望の方は、カウンターまたは
お電話にてお申し込みください。
申し込み期間：2/14（金）まで
【TEL 25-5120】

えほんのおもいで
絵本の引き換えは 3/31（火）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
3/31（火）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。
※市内のこども園・幼稚園・保育園に通う園児が対象です。

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『余力ゼロで生きてます。
水野美紀の子育て奮闘記』
水野美紀／著
分類：599/ミ

出版社：朝日新聞出版
子どもインフォメーションコーナー

内容紹介
体重管理、おっぱいと授乳のこと、不良ママの集い、
涙の進級説明会など。
女優・水野美紀が、43 歳での出産と育児を赤裸々に
描く、爆笑&ちょっと感動の子育て奮闘記です。

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「恵那農業高等学校」です。

びぶりお定期便

『月まで三キロ』
伊与原新/著
出版社：新潮社

分類：913.6/イ

内容紹介
「月まで三キロ」。この先に「月に一番近い場所」が
あるんですよ、とタクシーの運転手が死を覚悟した
男に示したものは・・・。
天文学・ニュートリノ・雪の結晶等、科学のきらめき
で人の思いを結びつけ、折れそうな心に寄り添う心
温まる六つの短編集です。

蔵書点検のため休館します

今月の特集のお知らせ

2/26（水）～2/29（土）

1 階ぴっくあっぷ

「御用だ！御用だ！」

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 3/1(日)以降に

2 月は文久 2 年（1862）将軍徳川家茂の
上洛の警護のため浪士が集められ、
浪士組、後の新選組が結成された月で
す。また、火事の多い月でもあります。
そこで、新選組に関する本、警察・消防
に関する本を集めました。

直接カウンターまでお持ちください。

電話やメールによるお問合せは期間中受付
できません。
3/1(日)以降にお問合せください。

場所 ぴっくあっぷコーナー
期間

2/11（火）から 2/24（月）まで、

1/31（金）～2/24（月）

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。

）
2 階ふるさとギャラリー

「古文書から見える、
人々や地域の様子」
期間

1/5（日）～2/13（木）

第三日曜日は
恵那市読書の日

月

2 月カレンダー
火

水

1階ぴっくあっぷ「御用だ！御用だ！」
1/31-2/24
２階ふるさとギャラリー
「古文書から見える、人々や地域の様子」
1/5-2/13

木

＊えなとポイント
開催期間1/8-2/24 抽選期間2/4-2/24
・本を借りると1ポイント。
・5ポイント集めると1回抽選
・2/16はポイント2倍デー
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休館日
24

5

休館日

振替休日

＊学習の日
＊閉架書庫大開放祭
10：30-15：30
＊トワイライト
ジャズライブ
18：00-19：30
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日
26
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＊小学生のための
＊ミニ茶会
おはなし会
14：00-15：00
13：30-14：00

4
＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

火～金 10 時～20 時
土日祝 10 時～18 時

募集：2/7 10：00～
＊2/24 閉架書庫大開放祭
10：30-15：30（1組30分の予約制）
先着10組（1組につき1～10人程度）

募集：2/14まで（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（2/15・22・3/7・14）
定員 15名程度
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恵那市長島町中野 2-2-5
TEL：(0573)25-5120
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天皇誕生日

