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ブンさん

天の川イベント（夏休みイベント）のお知らせ
ら い

新イベント

来ぶらりカード
7/20（水）～8/28（日）

図書館の本の背表紙についている分類ラベルの 0～9 までの本を借りてスタンプを
集めよう。全部集めるとステキなプレゼントがあります（なくなり次第終了）。
子どもバージョンもあります。

8/10（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

事前にお申し込みが必要です。
カウンターか電話にてお申し
込みください。
親子同伴でのお申し込みと
なります。
申込期間: 7/21（木）正午～
定員:各回 15 組

教えてもらえます。

8/11（木・祝） 10:00～11:30
場所：2 階セミナールーム
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?

※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

つ ま ら ん て い かい な

落語家の妻乱亭絵奈さん、
珍しい生き物が多いオーストラリアの
動物園で働いていた時の実体験から、
びっくりするお話が聞けます。
小学生からお楽しみいただけます。

こい せ

や

恋勢家らんぷさんの
お二人が出演です。
子どもも大人も楽しめる内容です。

事前にお申し込みが必要です。
カウンターかお電話にてお申し込みください。
申込期間:7/27（水）正午～
定員:各 30 名

下川さんが青年海外協力隊員として過ごした
のは、西アフリカのベナン共和国。
そこで見聞きし感じたことについての
お話が聞けます。
小学生からお楽しみいただけます。

アフリカにはどんな人が住み、
どんな暮らしをしているのでしょうか。
アフリカで 4 か月ひとりキャンプ旅をして
アフリカの人々と対話してきた佐藤さんと、
クイズなど交えながら、
楽しくアフリカのリアルを学びましょう。
小学生からお楽しみいただけます。

※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

大切な本に透明カバー
をかけてみよう！
8/21（日）
① 10：30～12：00
② 13：30～15：00
場所：2 階セミナールーム
大切な本を、長く綺麗に取っておく
ための透明カバーをかける方法を
お教えします。

事前にお申し込みが必要です。
カウンターか電話にてお申し込み
ください。

持ち物：カバーをかけたい本 2～3 冊
あれば…はさみ（のりがつき
に く い も の ）、 長 め の 定 規
（30cm 程度）

びぶりお定期便

申込期間:8/5（金）正午～
定員:各回 10 名
対象:小学生以上

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。

『落花流水』
鈴木るりか/著
出版社：小学館

分類：913.6/ス

5 年前、「さよなら、田中さん」で作家デビューした

作者は当時 14 歳。そんな作者の５作品目となる「落
花流水」は、彼女が現役受験生として描いた「現役受
験生が描く受験生の青春小説」です。受験生だって恋
愛したい!令和の時代に平成生まれの作者が昭和の
ネタでユーモアたっぷりに描くかわいい初恋小説は
必読です。そして今春、作者は無事志望校に合格し、
晴れて大学生となりました。

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

「EARTH
～地球を旅する～」

「MOGU MOGU
-えなのうまいもん-」

今年の夏は講演会がアツイ!

恵那市には風土、農業、行事など

えなとでは、「地球を旅する」をテーマに、
様々な講演会を開催しています。
今回はそれに合わせて、息をのむような大自

地域の特色から生まれて現在でも
愛され続けている郷土料理があります。

然の写真集や、臨場感あふれる旅行記などを

寒天・朴葉寿司といった"えなのうまいもん"

集めました。

をレシピもあわせてご紹介します。

今回はその中から、五平餅・からすみ・

場所 ぴっくあっぷコーナー
期間 7/29（金）～ 8/24（水）

場所
期間

月

火

水

＊らくごを楽しむ会
8/13 14：00-15：00
定員 30名
募集 7/27 正午～

1

2

休館日

15

金

＊えなと来ぶらりカード
7/20-8/28

＊講演会「雑記ノート＠アフリカ」
8/14 13：30-15：00
定員 30名
募集 7/27 正午～

＊講演会「アフリカすごいぜ! 90分でわかる、
アフリカ大陸とアフリカ人のひみつ」
8/20 13：30-15：00
定員 30名
募集 7/27 正午～

＊「大切な本に
透明カバーをかけてみよう!」
8/21 ①10：30-12：00
8/21 ②13：30-15：00
定員 各10名
募集 8/5 正午～

4

5

6

10
＊読書感想文講座
（低学年）
13：30-14：30
（高学年）
15：00-16：00

16

17

山の日
11
＊おもしろ理科実験
10：00-11：30

12

29

休館日

24

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

30

13

14

＊おはなし会 11：00-11：30
＊らくごを楽しむ会
14：00-15：00

＊講演会「雑記ノート＠アフリカ」
13：30-15：00

休館日
18

19

休館日

休館日

7

＊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
＊講演会
「動物好きなあなたもきっと
知らない動物びっくり話」
10：30-12：00

23

日
＊読書感想文講座
8/10 （低学年）13：30-14：30
8/10 （高学年）15：00-16：00
定員 各15組
募集 7/21 正午～

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

22

土

＊講演会「動物好きなあなたも
きっと知らない動物びっくり話」
8/9 10：30-12：00
定員 30名
募集 7/27 正午～

3

9

休館日

木

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

8

7/1（金）～ 8/24（水）

えなと
ホームページ

8 月カレンダー
＊1階ぴっくあっぷ「EARTH～地球を旅する～」
7/29-8/24
＊2階ふるさとギャラリー
「MOGU MOGU-えなのうまいもん-」
7/1-8/24

2 階郷土資料室

25

26

20

21

＊たべとるマルシェ
10：00-12：00
＊ミニ古本市 10：00-12：00
＊ロンロン会のエプロンシアター
11：00-11：30
＊講演会「アフリカすごいぜ!
90分でわかる、アフリカ大陸と
アフリカ人のひみつ」
13：30-15：00

★恵那市読書の日
＊「大切な本に
透明カバーをかけてみよう!」
①10：30-12：00
②13：30-15：00

27

28

＊おはなし会

休館日

11：00-11：30

（図書整理日）

31

1

2

3

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00

開館時間

火～金
土日祝

10 時～20 時
10 時～18 時
※開館時間、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

