と し ょ か ん
茅ヶ崎市立図書館報

元号が令和に
なったね！

令和元年７月 通刊１７０号

図書館の夏がきた！
この、一冊。

第５回本がだいすきコンクール
みなさんは幼いころに読んだ忘れられない本や、最近心を強く打たれた本は
ありますか。心に残るだいすきな「この一冊」について感想文や推薦文をお寄
せください。図書館にて人気投票も行い、上位作品に選ばれると表彰式も行わ
れます。あなたの大切な一冊を、紹介してみませんか。

募集対象

Ａ 私の大切な一冊
書籍の実物大表紙カラーコピーまたは写真プリントに随想文、推薦
文（２００文字以内）を添えてください。（文章のみの応募も可）
Ｂ この本いいね
これまで出会った本の感動を一行推薦文（30 文字程度）にして教
えてください。
募集期間 令和元年８月１日（木）～１０月２０日（日）
応募方法 Ａ・Ｂいずれも所定の応募用紙に記入して、図書館本館のカウンタ
ーまでお持ちいただくか、ホームページからも応募いただけます。
応募作品の展示と人気投票
令和元年１１月２２日（金）～１２月１８日（水）
展示場所 茅ヶ崎市立図書館本館２階 展示ホール
表彰式
令和２年１月１９日（日）
入賞作品展示期間
↑茅ヶ崎市ホームページ
令和２年１月１９日（日）～１月３１日（金）
コンクール詳細はこちら

期間中、本や読書に関連した様々な講座やイベントを開催します。詳しくは次号以降の図書
館報、また、各イベントのチラシをご覧ください。

イベントや講座のお申込み・お問合せはこちら

茅ヶ崎市立図書館

電話 ０４６７－８７－１００１

火曜～金曜は９時から１９時まで 土日祝日は９時から１７時まで
７月、8 月の第３木曜日は開館します。
駐車場はございませんので、公共交通機関または自転車をご利用ください

閉館後の図書館で聴く
茅ヶ崎ゆかりのアーティスト
マ

リ

エ

リ

カ

昨年に引き続き、茅ヶ崎出身のヴィオラとピアノの姉妹デュオ『ＭＡＲＩＥＲＩＫＡ』さんをお招
きしてコンサートを開催します！お二人は、茅ヶ崎市プロモーションビデオの音楽も担当されていま
す。閉館後の図書館に響き渡る美しい楽器の音色を是非お聴きください。
日 時

令和元年７月１３日（土） １７時～１７時３０分

場 所

茅ヶ崎市立図書館本館１階 東側（美術書コーナー付近の読書席）

定 員

３０名（先着順・１６時３０分より図書館入口にて整理券を配布）
※整理券のない方は立ち見になります。（定員なし）

郷土資料デジタルライブラリー
推進事業

夏休み自由研究応援講座

夏休みの自由研究で調べ物をすることになったけど、自分が調べたいことについて載
っている本って、どうやって探せばいいのだろう．
．．。探したい本の検索の仕方や、普段
知ることの出来ない図書館の裏側までお見せします。この機会に図書館をかっこよく使
いこなして、一歩リードした自由研究を作ってみませんか？

日時：令和元年 7 月 23 日（火）
①10 時 00 分～12 時 00 分 ②13 時 30 分～15 時 30 分

場所：茅ヶ崎市立図書館 2 階第 1 会議室
講師：認定ＮＰＯ法人湘南ふじさわシニアネット
対象：小学 4 年生～6 年生
定員：各回 10 名<申込制先着>
申込：7 月 10 日（水）～

文芸社「第 13 回えほん大賞」大賞受賞作品「あのこヘ
ンナコ」の作者、ワダアスカさんによる読み聞かせや、ハ
マミーナ図書室では「えほん大賞」をテーマにしたミニ展
示会を行います。

日時：令和元年７月１３日（土）
①11 時～12 時（ワダさんによる読み聞かせ・サイン会等）
②13 時 30 分～14 時 30 分（図書室職員による読み聞か
せ・ワダさんによるサイン会等）

場所：①ブランチ茅ヶ崎２

２Ｆ

サンノイチちが

場所：②ブランチ茅ヶ崎
２Ｆ まちスポ茅ヶ崎
定員：各回３０名程度（無料・申込み不要）
主催：まちづくりスポット茅ヶ崎

日

時 令和元年７月２３日（火）
10 時～１２時
場 所 茅ヶ崎市立図書館２階第２会議室
講 師 吉澤美智子さん（まなびの市民講師）
対 象 一般の方
定 員 １５名（申込制・先着順）
持ち物 はさみ・ペンチ・持ち帰り用の袋・ごみ
袋・新聞紙・お手拭き
費 用 ２０００円
申込み ７月２日（火）９時より
注 意 ７月１７日（水）以降のキャンセル
は費用を徴収させていただきますの
で、ご了承ください。

おはなし会のお知らせ（本館）
おひざにだっこ

小さい子～
小学生向け

小さい子向け

（赤ちゃん向け）

７月

７月１７日
８月２１日
９月１８日

８月

いずれも水曜日１０時３０分～
会場は当日受付でご案内
いたします。

９月

１０日・２４日・
31 日

７月

６日・１３日

７日・1４日・

８月

３日・２４日

２１日・2８日

９月

７日・１４日・２８日

１１日・２５日

いずれも水曜日 １５時～
会場 おはなし室

受付時間
１０時～１０時３０分

いずれも土曜日 １５時～
会場 おはなし室

映 画 会
おはなし会のお知らせ（ハマミーナ）
場所：ハマミーナ図書室

いずれも木曜日

７月１１日

１５時３０分～

８月 ８日

１６時まで

９月１２日

民話の会

いずれも土曜日 １４時～
会場：茅ヶ崎市立図書館２階 第１会議室

７月２０日

はまおり さい

・浜降祭のはじまり（南湖）
かが

やしき

じぞう さま

・加賀屋敷のお地蔵様（西久保）
８月１７日

く だ い め いちかわだんじゅうろう

・九代目市川団十郎（平和町）
む ろ だ

は な び

・室田の花火（室田）
９月２１日

なんごう りきまる

・南郷力丸（南湖）
ほんしゃぐう

だいじゃ

・本社宮の大蛇（矢畑）

雑誌スポンサーを募集しています
雑誌をご提供いただ
き、その雑誌の最新号カバー、雑誌本体及
び雑誌架に指定のサイズでスポンサーが
広告を掲載できる制度です。
<募集対象> 市税等の滞納がなく次に掲げ
る方とします。
<雑誌スポンサーとは>

1 企業及び個人の事業者
2 公共的団体又はこれに類する団体
※

個人は対象外です。

お問い合わせ・お申し込みは茅ヶ崎市立図書館
（ＴＥＬ：0467-8７-1001）まで

会場：茅ヶ崎市立図書館２階 第１会議室
大人向け (すべて日本語字幕付き)
７月１３日 キングソロモン
（８０分 外国映画）
８月１０日 太平洋戦争
（９９分 外国映画）
９月１４日 フィラデルフィア物
語（１１２分 外国
映画）
子ども向け
７月１３日 影絵劇 銀河鉄道の夜
（４８分 アニメ）
８月１０日 しまじろうアニメ
「しまじろうといこうよ」
他（９１分 アニメ）
９月１４日 おばけのラーバン２
「ママのしゃっくり
をとめて！」他
（９０分 アニメ）

いずれも
土曜日
９時開場
９時３０分
開演

いずれも
土曜日
13 時 30 分
開場
１４時開演

課題図書について
第６５回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
に選ばれた本は、現在予約ができません。また、7
月 20 日（土）からは、貸出がお子様１人につき１
冊１週間となります。どちらも 8 月 23 日（金）ま
でです。ご理解とご協力をお願いいたします。

ブックリサイクルについて
図書館で使わなくなった本を、お一人２冊まで差し
上げます。紙芝居や絵本などの児童書や、入り口横
のミニコミ紙（小冊子）もあります。
開催日 ７月１４日
８月１１日
９月８日
いずれも日曜日、９時から。なくなり次第終了です。

図書館員のお気に入り
～児童書担当Ａさん～
毎回職員がお気に入りの本をご紹介していき
ます。今回はこちら。

『泥』（ルイス・サッカー／著

小学館）

タマヤは友だちのマーシャルを助けるため
に、いじめっ子、チャドの顔に泥を投げつけた。
それは、黒っぽいタールのような、ねばねばし
た不気味な泥だった。立ち入り禁止の森で起き
たその出来事は、タマヤたちの住む町を恐怖に
陥れていく。さて、その泥の正体とは一体・・・？
（所蔵情報：本館、児童コーナー ９３３/サ）

（所蔵情報：●●、
）

夏休み工作教室 ～ピンボールゲームをつくろう！
日 時 ８月７日（水）１０時～１１時３０分
講 師 佐藤幸一さん（元中学校美術教師）
場 所 香川公民館集会室（大）
対象・定員 小学生１～３年生
１５名（申込制・先着順）
申 込 ７月１７日（水）９時より

映 画 会（アニメ）
会場：香川公民館 講義室

小さい子向けのおはなし会
７月２０日・８月１７日・９月２１日
いずれも土曜日 １４時～
会場 香川分館おはなしコーナー

７月６日（土）
裸の王様 （５０分）

香川分館おひざにだっこ（赤ちゃん向け）
７月４日・９月５日
いずれも木曜日１０時３０分～（３０分程度）
会場 香川公民館保育室
定員 １５組（先着順）
※申込みは不要です。お気軽にお越しください。

８月３日（土）
ミッキーのお化け退治（６９分）
９月７日（土）

１３時３０分
開場
１４時開演

注文の多い料理店（２３分）

香川分館のイベントへのお申込み・お問合せはこちら

茅ヶ崎市立図書館

香川分館

電話 ０４６７－５１－４９４６

７月２３日～８月２９日の火～木曜日は１８時まで開館します。
通常通り、土日祝日は９時～１７時、金曜日は９時～１９時までです。
７月・８月の第３木曜日は開館します。

編集後記
元号が代わり、令和最初の夏がやってきます。みなさんは今年の夏はどうやって過ご
しますか？茅ヶ崎市立図書館では今年も楽しいイベントが盛りだくさんです。時代が変
わっても変わることなく皆様をお待ちしております。ところで図書館の前の自動販売機
が紙パックからペットボトルに変わったのはみなさんお気づきでしたか？夏は水分補給
を忘れずに、暑さに気を付けてお過ごしくださいね。

図書館公式 Twitter
＠chigasaki_lib

