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開館時間

火～金 10:00～20:00 土日祝

ブンさん

10:00～18:00

8/1（日） 10:00～11:00
場所：玄関前
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実験をしませんか？

8/4（水） 13:30～16:00
低学年（1～3 年生）向け 13:30～14:30
高学年（4～6 年生）向け 15:00～16:00
場所：2 階セミナールーム
夏休みの宿題の定番、読書感想文の書き方のコツを
教えてもらえます。

定員各

15 組

7/21（水）正午よりカウンターまたはお電話にて
受付開始いたします。
親子同伴でお申し込みください。

※イベントの日時・内容は変更または中止になる場合があります。

８月

定員各 20 名（要申し込み）

講座の
お知らせ

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。
8/6（金）正午～
【TEL

25-5120】

郷土歴史講座

「夢と消えた、田中守平の太霊道理想郷」
～恵那の先人三十人より～
8 月 22 日（日）13：30～15：00
講師：宮崎光雄氏（市文化財保護委員会委員）
場所：２階セミナールーム
太霊道の創始者田中守平は、山にこもり断食修養の結果、霊子作用を発見し
超能力を会得したと伝えられています。その後、生まれ故郷の武並を拠点と
した太霊道の理想郷建設を進めている中、45 歳の若さで亡くなります。
夢と消えた太霊道理想郷とは何であったのか、田中守平について学びます。

郷土歴史講座

「古墳のはなし」

8 月 28 日（土）13：30～15：00
講師：伊藤英晃氏・可知昌洋氏（恵那市役所職員）
場所：２階セミナールーム
古墳は 3 世紀半ばから 7 世紀ごろにかけて造られたお墓です。
恵那市には、どこに、どれくらいあるのでしょうか。そして、いつごろからどんな古
墳が造られ、どんな人が葬られたのでしょうか。一緒に古墳の発掘作業に携わってい
たことがあるお二人から、古墳のさまざまな謎について聞いてみませんか。

「

」

8 月 29 日（日）13：30～15：00
講師：榊原悠介氏（「本とごはん ある日」店主）
場所：２階セミナールーム
「絵本は、映画や小説、音楽などと並ぶ創作メディアだと思っています。
」
絵本創作も行う「ある日」店主が、作り手、読み手、
売り手それぞれの視点から絵本の魅力をお話しします。
※イベントの日時・内容は変更・または中止になる場合があります

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『ナラの世界へ
子猫とふたり旅
ディーン・ニコルソン/著

自転車で世界一周』
山名弓子/訳

出版社：K&B パブリッシャーズ

分類：290.9/ニ

故郷スコットランドから、世界を見るために自転
車で飛び出した 30 歳の男は、ボスニア山中で捨て
猫を拾い、「ナラ」と名付け、一緒に旅を続けるこ
とになりました。優しいマッチョ男と可愛い子猫

の心温まる旅物語。

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「恵那南高等学校」です。

びぶりお定期便

『オルタネート』
加藤シゲアキ/著

出版社：新潮社 分類：913.6/カ

内容紹介
現役アイドルが書いた小説にそれほど期待はして
いなかった。しかし、小説としての骨子はしっかりし

ており、料理やＳＮＳ、音楽など物語の軸への取材が
行き届いている。３人の主人公も人物造形にリアリテ
ィがあり、終盤の盛り上げ、涙を誘うシーンの構成力
も見事である。現代の高校生世代の心の奥を、この一
冊は確かに覗かせてくれる。本書はアイドルが片手間
に仕上げた作品では決してない。プロの作品である。

今月の特集のお知らせ
熱中症にご注意を

1 階ぴっくあっぷ

図書館では、新型コロナウイルス

「孤高の〇〇」

感染拡大防止のため、
窓を開放し換気を行っています。
冷房が付いていても、気温の高い日には
館内でも暑さを感じることがあります。

まだまだ気軽に出かけられない、
そんな時だからこそ、
何かに没頭して極めてみませんか。

状況に応じて、水分補給をするなど、

場所 ぴっくあっぷコーナー
期間 7/30（金）～ 8/25（水）

ふたが閉まる容器に入っている飲み物は

熱中症には十分お気を付けください。
ペットボトルや水筒など、
館内へお持ち込みいただけます。
また、自動販売機コーナーに冷水機を設置
していますので、どうぞご利用ください。

Wi-Fi
使えます

月

火

8 月カレンダー
水

木

金

＊1階ぴっくあっぷ「孤高の〇〇」
7/30-8/25

＊読書感想文講座
8/4 （低学年）13：30-14：30
（高学年）15：00-16：00
定員 各15組
募集 7/21 正午～

＊郷土歴史講座
「夢と消えた、田中守平の太霊道理想郷」
8/22 13：30-15：00
定員 20名
募集 8/6 正午～

＊郷土歴史講座「古墳のはなし」
8/28 13：30-15：00
定員 20名
募集 8/6 正午～
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＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

31
＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

1
＊おもしろ理科実験
10：00-11：00

8

山の日

14

15

＊おはなし会 11：00-11：30

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

24

7

日

＊たべとるマルシェ
10：00-12：00
＊ミニ古本市 10：00-12：00
＊小学生のためのおはなし会
13：30-14：00

休館日
16

土

＊講座「深みのある絵本の世界」
8/29 13：30-15：00
定員 20名
募集 8/6 正午～

＊ブンさんクンたん ＊読書感想文講座
おはなし会
（低学年）
10：30-11：00
13：30-14：30
（高学年）
15：00-16：00

10

第三日曜日は
恵那市読書の日

27

休館日

22
＊郷土歴史講座
「夢と消えた、
田中守平の太霊道理想郷」
13：30-15：00

28

29

＊おはなし会

＊講座「深みのある絵本の世界」
13：30-15：00

11：00-11：30
＊郷土歴史講座「古墳のはなし」
13：30-15：00

（図書整理日）

1

21
＊たべとるマルシェ
10：00-12：00
＊ミニ古本市 10：00-12：00
＊えなとおはなし会
13：30-14：00

1

2

3

※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

火～金 10 時～20 時
土日祝 10 時～18 時

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

