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開館時間

火～金
土日祝

ブンさん

10:00～20:00
10:00～18:00

えなとポイントカード
2/2（火）～ 3/21（日）
くじ引き期間 3/9（火）～ 3/21（日）
ポイントカードの配布は 2/28（日）まで
年に 1 度の大感謝祭、えなとポイントカードを開催します！
中央図書館で本を借りると 1 ポイント。
期間中に 4 ポイント貯めると、すてきな景品（雑誌の付録など）と交換できます。
第 3 日曜日恵那市読書の日はポイント 2 倍デー！（2/21・3/21）
※ポイントの付与は 1 日 1 回です。カードはお 1 人様何枚でも貯めることができます。
・4 ポイントで抽選に参加できます。
・くじ引きで、A･B･C 賞のいずれかが当たります。
・混雑と接触を避けるため、景品はお選びいただくことが
できません。中身の見えない状態でのお渡しとなります。

野草茶のたのしみ方講座
2/7（日） 13:30～14:30
セミナールーム
講師：まつおあいこ氏（野草愛好家）
募集 先着定員 25 名
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：1/22（金）10：00～前日まで
【TEL 25-5120】

「春から秋まで、季節ごとに芽吹く野草
たちを採って１年中、健康茶として楽し
んでいます。」
そんな、野草を愛する、まつおあいこさん
に野草茶の作り方と楽しみ方を教えてい
ただきます。

※イベントの日時・内容は変更になることがあります

郷土歴史講座
しみ ど ご り ん と う

東野染戸五輪塔の謎
2/14（日） 13:30～15:00
セミナールーム
講師：三宅唯美氏（生涯学習課）
東野の染戸弘法堂にある五輪塔は、
県下最大級の五輪塔であることを

募集

知っていますか。
これはいつ造られ、誰のお墓なのか？

先着定員 25 名
参加希望の方はカウンターまたは

当時の寺院はどこにあり、どんな役目を

お電話にてお申し込みください。
申し込み期間：

果たしていたのか？
中世の歴史に詳しい三宅さんに
その謎を解き明かしてもらいます。

1/29（金）10：00～前日まで
【TEL 25-5120】

閉架書庫大開放祭
2/21（日） 10:30～16:30
（30 分ごとの予約制）
閉架書庫とは、スペースの関係で置けない本や、
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 25 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。
一組 30 分の時間制限で開放します。

定員

募集
個人またはグループ（6 人程度まで）

先着 10 組

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：2/5（金）10:00～前日まで
【TEL 25-5120】

※イベントの日時・内容は変更になることがあります

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「恵那高等学校」です。

びぶりお定期便

『恐竜まみれ』
小林快次/著

出版社：新潮社

分類：457.8/コ

内容紹介
博物館に展示されている恐竜の骨格標本は迫力が
あり、その姿に魅入られる方も多いのではないでし
ょうか。
恐竜学者である著者は、アラスカでグリズリーに
遭遇し、ゴビ砂漠で突然の大雨による濁流に流され
そうになるなど、危険な目に遭いながらも世界各地
で発掘作業を続けています。化石発掘の現状や熱い
思いが伝わってくる一冊です。

司書オススメの新着本

今月の特集のお知らせ

この本読んだ!?
『地球のはしから
はしまで走って考
えたこと』
北田雄夫/著
出版：集英社
分類：782.3/キ

1 階ぴっくあっぷ

「たべた～い！」
今回のテーマは食べたくなる本です。
見て、読んで、知って、作って味わう。
そんな本をご用意しました。
さあ、ご賞味あれ。
場所 ぴっくあっぷコーナー
期間 1/29（金）～ 2/23（火）

砂漠、荒野、山岳、氷雪、ジャングルな
ど、地球のすべてが「アドベンチャーマ
ラソン」の舞台です! 日本唯一のプロ
アドベンチャーランナーが、“前人未
走”の挑戦の軌跡を、笑える失敗やエ
ピソードも含めて綴ります。

2 階ふるさとギャラリー

ＮＨＫ大河ドラマ
『麒麟がくる』パネル展」
場所
期間

2 階郷土資料室

1/16（土）～

2/7（日）

蔵書点検のため休館します
3/2（火）～ 3/6（土）
※3/1（月）は通常の休館日です。

資料の返却は返却ポストをご利用ください。
ただし、CD・DVD や他館から取り寄せた資料は、
返却ポストに入れず 3/7(日)以降に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。
3/7(日)以降にお問合せください。
2/16（火）から 2/28（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。

月

火

2 月カレンダー

第三日曜日は
恵那市読書の日

水

土

＊1階ぴっくあっぷ「たべた～い」1/29-2/23
＊2階ふるさとギャラリー
「ＮＨＫ大河ドラマ『麒麟がくる』パネル展」1/16-2/7

＊2/7 野草茶のたのしみ方講座
13：30-14：30
先着25名
募集：1/22 10：00～
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休館日
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休館日

休館日

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

休館日

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00
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開館時間
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＊小学生のための
おはなし会
13：30-14：00
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天皇誕生日

建国記念の日

12

休館日
17

日

＊2/21 閉架書庫大開放祭
10：30-16：30（1組30分の予約制）
先着10組（1組につき1～6人程度）
募集：2/5 10：00～

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

9

22

金

＊2/14 郷土歴史講座 東野染戸五輪塔の謎
13：30-15：00
先着25名
募集：1/29 10：00～

3

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

15

木

＊えなとポイント
開催期間 2/2-3/21 抽選期間 3/9-3/21
・本を借りると1ポイント
・4ポイント集めると1回抽選
・2/21はポイント2倍デー
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7
＊野草茶の
たのしみ方講座
13：30-14：30

13

14

＊おはなし会
11：00-11：30

＊郷土歴史講座
東野染戸五輪塔の謎
13：30-15：00

20

21

＊たべとるマルシェ ＊ポイント２倍デー
10：00-12：00 ＊閉架書庫大開放祭
＊えなとおはなし会 10：30-16：30
13：30-14：00

24

25

休館日

火～金 10 時～20 時
土日祝 10 時～18 時

26

休館日

27

28

＊おはなし会
11：00-11：30

（図書整理日）

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

※開館時間、イベントの日時・内容は変更になる場合があります

