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〒368-0201 小鹿野町両神薄2713-1 両神ふるさと総合会館 2階 

 

 新しい年を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか。旧年中は多くの方々に当館をご利用いただ

き、職員一同心より御礼申し上げます。 

 さて、今年は申年ですが、「申」といえば十二支の９番目で、動物は「猿」が充てられていま

す。「猿」に関することわざ・慣用句というと「犬猿の仲」や「猿も木から落ちる」などが思い

浮かびますが、調べてみると ※「百匹目の猿」や ※「猿猴月を取る」など、他にも色々なことわ

ざ・慣用句あることに驚きます。 

 このように、何か調べ物をしていると、その過程で何か面白い発見をするというのは意外とあ

るものです。新年を迎えたこの節目に、気になっていることをじっくり調べてみるのも良いかも

しれません。調べ物の際はぜひ図書館をご利用ください。 
 

 これからも、町民の皆さまのくらしに役立つ図書館として、更なるサービス向上に努めて参り

ます。本年も、変わらぬご支援とご利用をお願い申し上げます。 

 

               小鹿野町立図書館 職員一同 

 

   

※のことわざ・慣用句の意味はおしらせコーナーにございます。 

特 集    《 がんばっている人へ 》 
 本格的な冬がやってきました。寒い中屋外で仕事している人、高校受験や大学受験のため毎
晩遅くまで勉強している人、子育てに奮闘中のお母さんなど、みんなそれぞれがんばっていま

すね。そんな「がんばっている人」へのおすすめの本を用意してみました。ちょっと息抜きし

てみたい人、たまには気分転換をしてみようかなと考えている人など、ちょっと図書館をのぞ
いてみませんか！ 

◆ホッとしたい人へ 『キミに会いに来たよ』  726ﾀ/田村みえ/学習研究社 

◆中･高校生へ     『たいせつなこと』  Eﾜ/ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝさく ﾚﾅｰﾄﾞ・ﾜｲｽｶﾞｰﾄﾞ え/ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 

◆お母さんへ      『免疫力を高める子どもの食養生レシピ』  498ｱ/相澤扶美子・榊玲里/ＰＨＰ研究所 

◆ 気分転換        『ＮＨＫにっぽんの里山 ふるさとの絶景１００』 291ｴ/今森光彦監修・写真/ＮＨＫ出版 

           したい人へ    『埼玉たてものトラベル』  523ｻ/埼玉たてものトラベル委員会編/メイツ出版 

◆あたたまり    『決定版あつあつ！人気のなべもの１０１』    596ｼ/主婦の友社     

    たい人へ   『首都圏からの日帰り温泉 ’１５』    291ｼ/昭文社                                                                                                                          

 ＊図書館は、｢がんばる人｣を応援します＊ 

  〔学習机コーナー    頭寒足熱 空調の温度を低めに。ひざ掛けお貸しします。〕 がんばれ！ 

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-500-ﾄ 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの こどもくらぶ∥編さん 六耀社 本　館

K-673-ﾑ 菜乃のポケット　おしごとのおはなし　花屋さん 村上 しいこ∥作　かべや ふよう∥ 講談社 本　館
YK-809-ﾏ 聞く力、話す力　インタビュー術入門 松原 耕二∥著 河出書房新社 本　館

K-933-ｼ ハリーとうたうおとなりさん
ジーン・ジオン∥ぶん　マーガレッ
ト・ブロイ・グレアム∥え　小宮 由∥

大日本図書 本　館

K-933-ﾘ 戦火の三匹　ロンドン大脱出 ミーガン・リクス∥作　尾高 薫∥訳 徳間書店 本　館

K-933-ﾛ ハリー・ポッターと賢者の石　イラスト版
Ｊ．Ｋ．ローリング∥作　ジム・ケイ
∥絵　松岡 佑子∥訳

静山社 本　館

K-933-ﾜ 森のプレゼント
ローラ・インガルス・ワイルダー∥作
安野 光雅∥絵・訳

朝日出版社 本　館

K-F-ｱ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子作 偕成社 分  室
K-F-ｲ くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子作 文研出版 分　室
K-F-ﾀ ペルペルの魔法 たかどの ほうこ∥作　さとう あや∥ 理論社 本　館
K-F-ﾅ めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ∥作・絵 アリス館 本　館
K-F-ﾋ ロックなハート ひこ・田中∥作　中島 梨絵∥画 福音館書店 本　館

E-ｵ ふどうぼう　古典落語「不動坊」より
林家 たい平∥文　大畑 いくの∥絵
ばば けんいち∥編

あかね書房 本　館

E-ｶ いちばんのなかよしさん
エリック・カール∥作　アーサー・ビ
ナード∥訳

偕成社 本　館

E-ｻ 子どもばやしのお正月 さげさか のりこ∥作 福音館書店 本　館
E-ﾀ ゆきだるまうさぎ 田中 てるみ∥文　えがしら みちこ ＢＬ出版 本　館
E-フ おやすみ ふじわら　こういちしゃしん・ぶん 新日本出版社

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

017-ﾉ
多様性と出会う学校図書館　一人ひとりの自立を
支える合理的配慮へのアプローチ

野口 武悟∥編著　成松 一郎∥
編著

読書工房 本　館

318-ﾄ
地方創生実現ハンドブック　人や仕事が増え、地
方が元気になる処方箋

トーマツベンチャーサポート株式
会社∥著　日経トップリーダー∥
著　日経トップリーダー∥編集

日経ＢＰ社 本　館

345-ﾋ-
2016

ひとりでできる個人事業者の確定申告　平成２８
年３月１５日申告分

平野 敦士∥監修 成美堂出版 本　館

494-ｱ
がん最新治療に挑む１５人の名医　“めげない・
へこまない・あきらめない”先に見えてきたもの

青木 直美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

498-ｺ からだに役立つ薬膳・漢方の食材便利帖 幸井 俊高∥監修 学研プラス 本　館
594-ﾊ 週末編み物計画 林 ことみ∥著 筑摩書房 本　館

596-ｽ
子どもと食べたい時短おやつ　働くママや自然派
ママのための簡単＆安心レシピ

菅野 のな∥〔著〕 辰巳出版 本　館

596-ﾔ
野菜たっぷりおかずの本　Let’s　eat　plenty　of
vegetables！

大庭 英子∥監修 朝日新聞出版 分　室

810-ｻ 声に出して使いたい大和言葉 齋藤 孝∥著 扶桑社 分　室
916-ﾌ キミはボク　児童養護施設から未来へ 福島 茂∥著 文屋 分　室

933-ﾑ チョコレートで朝食を
パメラ・ムーア∥著　糸井 恵∥
訳

風鳴舎 本　館

F-ｱ 世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ∥著 講談社 本　館
F-ｱ 透き通った風が吹いて あさの あつこ∥著 文藝春秋 本　館
F-ｲ 天下人の茶 伊東 潤∥著 文藝春秋 本　館
F-ｵ 魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋 本　館

F-ｽ 真田幸村　小説集
末國 善己∥編　南原 幹雄∥
〔ほか著〕

作品社 本　館

F-ﾀ 天平の女帝　孝謙称徳 玉岡 かおる∥著 新潮社 本　館
F-ﾂ ヘブンメイカー　スタープレイヤー　２ 恒川 光太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

【一般書】　　

蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ

【本館】 ２月１６日（火）から２月１９日（金）

【分室】 ２月２４日（水）から２月２６日（金）

臨時休館いたします。

「蔵書点検」では年に一度、自館で所蔵している

資料で紛失・破損しているものはないかの確認や、

配架の整理やその他の業務を行います。スーパー

でいう棚卸（たなおろし）の作業に似ています。

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力

のほどよろしくお願いいたします。

移 動 図 書 館
・１月の移動図書館はお休みとなります。１２月１６日(水)の移動図書館で借りた本は、次回

２月１９日(金)の移動図書館の時に返却していただければ大丈夫です。

 

閉館時間の変更と年末年始休館のお知らせ
・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

・１月４日（月）は、本館の閉館時間が午後５時となります。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24

31 25 26 27 28 29 30 28

１　月 ２　月

29

《開館時間》　　　　　                  

《休館日》

　本館              毎週月曜日及び第３金曜日

   文化センター分室  毎週火曜日  

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前  ９時～午後５時

　※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館となります。 

《キッズ》
日　時

ふるさと総合会館2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館2階　視聴覚室

幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

簡単な工作教室

対　象
内　容

お は な し の 会
《プ　チ》

日　時

場　所

1月20日(水) 午前10時30分より 1月30日(土) 午前10時30分より



特 集 

いろ んな本があるね  

難しい質問は苦手です 

 子どもたちの感想（抜粋） 
 

 

・借りたい人がいるから、お店に売って 

 ない古い本が図書館にもあるんだと 

 思いました。 

・いっぱい本を借りたいです。たくさん本 

 を入れてください。 

・また親子で行きたいです。 など  

１１月・１２月に両神小学校、長若小学校、三田川小学校、小鹿野幼稚園の子どもたちが

図書館見学（利用）に来てくれました。子どもたちは、普段入れない書庫などに興味津々

な様子でした。 

子どもたちが図書館をより身近なものに感じられるよう、職員一同力を尽くしていきます

のでご理解ご協力お願いいたします。 

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館
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   文化センター分室  毎週火曜日  

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前  ９時～午後５時

　※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館となります。 

《キッズ》
日　時

ふるさと総合会館2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館2階　視聴覚室

幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

簡単な工作教室

対　象
内　容

お は な し の 会
《プ　チ》

日　時

場　所

1月20日(水) 午前10時30分より 1月30日(土) 午前10時30分より



分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-500-ﾄ 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの こどもくらぶ∥編さん 六耀社 本　館

K-673-ﾑ 菜乃のポケット　おしごとのおはなし　花屋さん 村上 しいこ∥作　かべや ふよう∥ 講談社 本　館
YK-809-ﾏ 聞く力、話す力　インタビュー術入門 松原 耕二∥著 河出書房新社 本　館

K-933-ｼ ハリーとうたうおとなりさん
ジーン・ジオン∥ぶん　マーガレッ
ト・ブロイ・グレアム∥え　小宮 由∥

大日本図書 本　館

K-933-ﾘ 戦火の三匹　ロンドン大脱出 ミーガン・リクス∥作　尾高 薫∥訳 徳間書店 本　館

K-933-ﾛ ハリー・ポッターと賢者の石　イラスト版
Ｊ．Ｋ．ローリング∥作　ジム・ケイ
∥絵　松岡 佑子∥訳

静山社 本　館

K-933-ﾜ 森のプレゼント
ローラ・インガルス・ワイルダー∥作
安野 光雅∥絵・訳

朝日出版社 本　館

K-F-ｱ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子作 偕成社 分  室
K-F-ｲ くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子作 文研出版 分　室
K-F-ﾀ ペルペルの魔法 たかどの ほうこ∥作　さとう あや∥ 理論社 本　館
K-F-ﾅ めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ∥作・絵 アリス館 本　館
K-F-ﾋ ロックなハート ひこ・田中∥作　中島 梨絵∥画 福音館書店 本　館

E-ｵ ふどうぼう　古典落語「不動坊」より
林家 たい平∥文　大畑 いくの∥絵
ばば けんいち∥編

あかね書房 本　館

E-ｶ いちばんのなかよしさん
エリック・カール∥作　アーサー・ビ
ナード∥訳

偕成社 本　館

E-ｻ 子どもばやしのお正月 さげさか のりこ∥作 福音館書店 本　館
E-ﾀ ゆきだるまうさぎ 田中 てるみ∥文　えがしら みちこ ＢＬ出版 本　館
E-フ おやすみ ふじわら　こういちしゃしん・ぶん 新日本出版社

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

017-ﾉ
多様性と出会う学校図書館　一人ひとりの自立を
支える合理的配慮へのアプローチ

野口 武悟∥編著　成松 一郎∥
編著

読書工房 本　館

318-ﾄ
地方創生実現ハンドブック　人や仕事が増え、地
方が元気になる処方箋

トーマツベンチャーサポート株式
会社∥著　日経トップリーダー∥
著　日経トップリーダー∥編集

日経ＢＰ社 本　館

345-ﾋ-
2016

ひとりでできる個人事業者の確定申告　平成２８
年３月１５日申告分

平野 敦士∥監修 成美堂出版 本　館

494-ｱ
がん最新治療に挑む１５人の名医　“めげない・
へこまない・あきらめない”先に見えてきたもの

青木 直美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

498-ｺ からだに役立つ薬膳・漢方の食材便利帖 幸井 俊高∥監修 学研プラス 本　館
594-ﾊ 週末編み物計画 林 ことみ∥著 筑摩書房 本　館

596-ｽ
子どもと食べたい時短おやつ　働くママや自然派
ママのための簡単＆安心レシピ

菅野 のな∥〔著〕 辰巳出版 本　館

596-ﾔ
野菜たっぷりおかずの本　Let’s　eat　plenty　of
vegetables！

大庭 英子∥監修 朝日新聞出版 分　室

810-ｻ 声に出して使いたい大和言葉 齋藤 孝∥著 扶桑社 分　室
916-ﾌ キミはボク　児童養護施設から未来へ 福島 茂∥著 文屋 分　室

933-ﾑ チョコレートで朝食を
パメラ・ムーア∥著　糸井 恵∥
訳

風鳴舎 本　館

F-ｱ 世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ∥著 講談社 本　館
F-ｱ 透き通った風が吹いて あさの あつこ∥著 文藝春秋 本　館
F-ｲ 天下人の茶 伊東 潤∥著 文藝春秋 本　館
F-ｵ 魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋 本　館

F-ｽ 真田幸村　小説集
末國 善己∥編　南原 幹雄∥
〔ほか著〕

作品社 本　館

F-ﾀ 天平の女帝　孝謙称徳 玉岡 かおる∥著 新潮社 本　館
F-ﾂ ヘブンメイカー　スタープレイヤー　２ 恒川 光太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

【一般書】　　

新 着 資 料 内 案 
11/22～12/22までに入った資料の一部です。掲載以外の資料については、図書館のホームページをご覧いただく
か、新着図書コーナーの一覧表をご覧ください。  
             
             〔Ｆ＝小説・読み物  Ｅ＝絵本  Ｋ＝児童書  Ｙ＝ヤングアダルト(中学生・高校生向け)〕 
 

蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ

【本館】 ２月１６日（火）から２月１９日（金）

【分室】 ２月２４日（水）から２月２６日（金）

臨時休館いたします。

「蔵書点検」では年に一度、自館で所蔵している

資料で紛失・破損しているものはないかの確認や、

配架の整理やその他の業務を行います。スーパー

でいう棚卸（たなおろし）の作業に似ています。

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力

のほどよろしくお願いいたします。

移 動 図 書 館
・１月の移動図書館はお休みとなります。１２月１６日(水)の移動図書館で借りた本は、次回

２月１９日(金)の移動図書館の時に返却していただければ大丈夫です。

 

閉館時間の変更と年末年始休館のお知らせ
・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

・１月４日（月）は、本館の閉館時間が午後５時となります。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24

31 25 26 27 28 29 30 28

１　月 ２　月

29

《開館時間》　　　　　                  

《休館日》

　本館              毎週月曜日及び第３金曜日

   文化センター分室  毎週火曜日  

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前  ９時～午後５時

　※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館となります。 

《キッズ》
日　時

ふるさと総合会館2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館2階　視聴覚室

幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

簡単な工作教室

対　象
内　容

お は な し の 会
《プ　チ》

日　時

場　所

1月20日(水) 午前10時30分より 1月30日(土) 午前10時30分より



【編集後記】 

 ２０１６年の幕があきました。受験生の皆さんは、追い込みの時期になりますね。僕が高校受験した時は、と
ても緊張した覚えがあります。いくら勉強しても不安になることがあると思いますが、日々の積み重ねは決し
て無駄にはなりません。自分を信じて頑張りましょう。（R_K ） 

 

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

K-500-ﾄ 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの こどもくらぶ∥編さん 六耀社 本　館

K-673-ﾑ 菜乃のポケット　おしごとのおはなし　花屋さん 村上 しいこ∥作　かべや ふよう∥ 講談社 本　館
YK-809-ﾏ 聞く力、話す力　インタビュー術入門 松原 耕二∥著 河出書房新社 本　館

K-933-ｼ ハリーとうたうおとなりさん
ジーン・ジオン∥ぶん　マーガレッ
ト・ブロイ・グレアム∥え　小宮 由∥

大日本図書 本　館

K-933-ﾘ 戦火の三匹　ロンドン大脱出 ミーガン・リクス∥作　尾高 薫∥訳 徳間書店 本　館

K-933-ﾛ ハリー・ポッターと賢者の石　イラスト版
Ｊ．Ｋ．ローリング∥作　ジム・ケイ
∥絵　松岡 佑子∥訳

静山社 本　館

K-933-ﾜ 森のプレゼント
ローラ・インガルス・ワイルダー∥作
安野 光雅∥絵・訳

朝日出版社 本　館

K-F-ｱ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子作 偕成社 分  室
K-F-ｲ くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子作 文研出版 分　室
K-F-ﾀ ペルペルの魔法 たかどの ほうこ∥作　さとう あや∥ 理論社 本　館
K-F-ﾅ めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ∥作・絵 アリス館 本　館
K-F-ﾋ ロックなハート ひこ・田中∥作　中島 梨絵∥画 福音館書店 本　館

E-ｵ ふどうぼう　古典落語「不動坊」より
林家 たい平∥文　大畑 いくの∥絵
ばば けんいち∥編

あかね書房 本　館

E-ｶ いちばんのなかよしさん
エリック・カール∥作　アーサー・ビ
ナード∥訳

偕成社 本　館

E-ｻ 子どもばやしのお正月 さげさか のりこ∥作 福音館書店 本　館
E-ﾀ ゆきだるまうさぎ 田中 てるみ∥文　えがしら みちこ ＢＬ出版 本　館
E-フ おやすみ ふじわら　こういちしゃしん・ぶん 新日本出版社

【児童書】　　

分類 資　　　　料　　　　名 著　　書　　名 出　版　社 所蔵館

017-ﾉ
多様性と出会う学校図書館　一人ひとりの自立を
支える合理的配慮へのアプローチ

野口 武悟∥編著　成松 一郎∥
編著

読書工房 本　館

318-ﾄ
地方創生実現ハンドブック　人や仕事が増え、地
方が元気になる処方箋

トーマツベンチャーサポート株式
会社∥著　日経トップリーダー∥
著　日経トップリーダー∥編集

日経ＢＰ社 本　館

345-ﾋ-
2016

ひとりでできる個人事業者の確定申告　平成２８
年３月１５日申告分

平野 敦士∥監修 成美堂出版 本　館

494-ｱ
がん最新治療に挑む１５人の名医　“めげない・
へこまない・あきらめない”先に見えてきたもの

青木 直美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

498-ｺ からだに役立つ薬膳・漢方の食材便利帖 幸井 俊高∥監修 学研プラス 本　館
594-ﾊ 週末編み物計画 林 ことみ∥著 筑摩書房 本　館

596-ｽ
子どもと食べたい時短おやつ　働くママや自然派
ママのための簡単＆安心レシピ

菅野 のな∥〔著〕 辰巳出版 本　館

596-ﾔ
野菜たっぷりおかずの本　Let’s　eat　plenty　of
vegetables！

大庭 英子∥監修 朝日新聞出版 分　室

810-ｻ 声に出して使いたい大和言葉 齋藤 孝∥著 扶桑社 分　室
916-ﾌ キミはボク　児童養護施設から未来へ 福島 茂∥著 文屋 分　室

933-ﾑ チョコレートで朝食を
パメラ・ムーア∥著　糸井 恵∥
訳

風鳴舎 本　館

F-ｱ 世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ∥著 講談社 本　館
F-ｱ 透き通った風が吹いて あさの あつこ∥著 文藝春秋 本　館
F-ｲ 天下人の茶 伊東 潤∥著 文藝春秋 本　館
F-ｵ 魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋 本　館

F-ｽ 真田幸村　小説集
末國 善己∥編　南原 幹雄∥
〔ほか著〕

作品社 本　館

F-ﾀ 天平の女帝　孝謙称徳 玉岡 かおる∥著 新潮社 本　館
F-ﾂ ヘブンメイカー　スタープレイヤー　２ 恒川 光太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 本　館

【一般書】　　

蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ

【本館】 ２月１６日（火）から２月１９日（金）

【分室】 ２月２４日（水）から２月２６日（金）

臨時休館いたします。

「蔵書点検」では年に一度、自館で所蔵している

資料で紛失・破損しているものはないかの確認や、

配架の整理やその他の業務を行います。スーパー

でいう棚卸（たなおろし）の作業に似ています。

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力

のほどよろしくお願いいたします。

移 動 図 書 館
・１月の移動図書館はお休みとなります。１２月１６日(水)の移動図書館で借りた本は、次回

２月１９日(金)の移動図書館の時に返却していただければ大丈夫です。

 

閉館時間の変更と年末年始休館のお知らせ
・1２月 ２９日（火）から１月３日（日）は年末年始のため本館・分室ともに休館となります。

・１月４日（月）は、本館の閉館時間が午後５時となります。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24

31 25 26 27 28 29 30 28

１　月 ２　月

29

《開館時間》　　　　　                  

《休館日》

　本館              毎週月曜日及び第３金曜日

   文化センター分室  毎週火曜日  

　本館　　　　　　　午前10時～午後６時　　   　 

　文化センター分室　午前  ９時～午後５時

　※祝日と重なった場合は開館し、翌日が休館となります。 

《キッズ》
日　時

ふるさと総合会館2階　視聴覚室 場　所 ふるさと総合会館2階　視聴覚室

幼稚園就園まえの幼児 対　象 幼児、児童
紙芝居、絵本の読み聞かせ　 内　容 紙芝居、絵本の読み聞かせ　

簡単な工作教室

対　象
内　容

お は な し の 会
《プ　チ》

日　時

場　所

1月20日(水) 午前10時30分より 1月30日(土) 午前10時30分より

１２月２３日（水・祝）に第１回「ふる総フェスタ」を開催しました。クリスマスおはな

し会やふる総ライブ、作品の展示会や、クリスマスディスプレイコンテストなど様々な催

しを行い、たくさんの方々にご来場いただきました。２月号では「ふる総フェスタ」の様

子を特集してお伝えします。次号をお楽しみに！ 

1ページ目の※ことわざ・慣用句の意味        『十二支（えと）のことわざ事典』／加藤迪男 日本地域社会研究所 より 
 
 「百匹目の猿」   ある行動、考えなどが、ある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播すること  
 「猿猴 月を取る」 できないことをしようとして、失敗すること。身の程知らずの望みを持ったばかりに、却って失敗すること 

次号 

 予告 

えんこう 


