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【特集】新しくなったホームページ
音でたどるジャズ講座

PartⅥ

～ジャズボーカルと演奏編～
「音でたどるジャズ講座」も今回で６回目です。
毎回大好評ですぐに満員になってしまうので、早めのお申込みがおすすめです。
日

時

平成３０年５月３日（木）１４時～１６時３０分

タイムテーブル
１４時～１５時
CD の視聴と講師による楽曲解説
１５時～１５時１０分
休憩
１５時１０分～１６時３０分 バンドによるライブ演奏
場

所

茅ヶ崎市立図書館本館２階 第１会議室

講

師

林 宣さん（茅ヶ崎ジャズクラブ）

参加費

無料

定

６０名（申込制・先着順）

員

お申込み

４月１１日（水）９時より本館カウンター又はお電話にて受付

講演会「茅ヶ崎とわたし」を実施しました
３月３日（土）、本館において、ちがさきゆかりの作家である佐川光晴さ
んの講演会を開催しました。申し込みはあっという間に満員御礼、ご参加い
ただけなかったみなさま、すみませんでした。
当日は、小・中・高校時代を過ごした茅ヶ
崎ネタ満載の軽快なトークに引き込まれまし
た。講演後も快くサインに応じてくださった
佐川さん。気さくな人柄が伝わる温かい時間
でした。ありがとうございました！

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
５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

【特集】ホームページが新しくなりました☆
図書館では、１月にシステムの入れ替えがありました。それに伴い、ホームページも新しくなったのはご
存知ですか？新しく追加された便利な機能もありますので、ぜひご覧になってみてくださいね！
今回は、新しく追加された機能の中から、主なものをいくつかご紹介します。

予約機能の充実

資料の表紙が見られます

新しいホームページでは、
「予約かご」
「お気に入
りリスト」が追加されました。

資料を選ぶとき、見た目の印象は参考になります
よね。昨年までは題名や著者等の情報のみでした

昨年までは１冊ずつしか予約ができませんでし

が、新しいホームページでは一部資料で表紙の画像

たが、
「予約かご」を使うとまとめて予約すること

が見られるようになりました。
（中には表紙画像が

ができます。
（順番予約には別途設定が必要です。
）

見られないものもあります。ご了承ください。）

また、気に入った本を「お気に入りリスト」へ登
録すると、マイメニューから一覧で見られるように

実際に本棚を見るように、とはいきませんが、内
容のイメージもわきやすくなると思います。

なりました。読んで気に入った本や今度読みたい本
など、後で見たいものを登録しておくと便利です。

ログインできないときは・・・

メールマガジン
マイメニューからご登録いただくと、新着図書の
案内のメールを受け取ることができます。
情報の欲しい著者やジャンル、キーワードを登録
しておくと、それに該当する新着図書の案内が日曜
日に届きます。
資料ごとにＵＲＬが載っており、クリックすると
ホームページの資料検索画面にとべるようになっ
ているので、そのまま予約することもできます。

ホームページにログインできない場合は、以下
のことが考えられます。
・カード番号、またはパスワードが違っている
・カードの有効期限が切れている
パスワードの再設定や有効期限については、本
館へお問い合わせください。

楽しいフラワーデザイン
（造花）

（造花）

日

時 平成３０年４月２４日（火）
10 時～１２時
持ち物

日

時 平成３０年５月１８日（金）
10 時～１２時
持ち物

申込み ４月６日（金）９時より
注 意 ４月１７日（火）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。

申込み ４月２７日（金）９時より
注 意 ５月１１日（金）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。

（生花）
日

時 平成３０年６月１９日（火）
10 時～１２時
持ち物
申込み ５月３０日（水）９時より
注 意 ６月１２日（火）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。

「楽しいフラワーデザイン」の各講座について、
下記事項は共通です。
場 所 茅ヶ崎市立図書館２階第２会議室
※4 月 24 日（火）
「母の日のアレンジ
メント」のみ、第 1 会議室です。
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）
費 用 ２０００円

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）

４月１８日
５月１６日
６月２０日
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。

４月

１１日・２５日

５月
６月

受付時間
１０時～１０時３０分

９日

４月

７日・１４日・２８日

５月

１２日

６月

２日・９日・２３日

１３日・２７日
いずれも土曜日 １５時～
会場 おはなし室

いずれも水曜日 １５時～
会場 おはなし室

おはなし会のお知らせ（ハマミーナ）
会場：茅ヶ崎市立図書館２階 第１会議室
場所：ハマミーナ図書室

いずれも木曜日

４月１２日

１５時３０分～

５月１０日

１６時まで

６月１４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
じぞう

く だ い め いちかわだんじゅうろう

へいわちょう

・九代目市川 団 十 郎 （平和町）
ともえ ご ぜ ん

つつみ

５月１９日 ・ 堤 の 巴 御前（ 堤 ）
に じゅう さんやど う

なんご

・二十三夜堂（南湖）
６月１６日

しんまち

しんえいちょう

・新町のぎんおろち（ 新 栄 町 ）
・ありがとうギャーギばあさん
いまじゅく

（今 宿）

休館日のお知らせ
特別図書整理期間のため、図書館は次の期間お休み
させていただきます。
本
館 ５月２１日（月）～５月２８日（月）
香川分館 ５月１４日（月）～５月１６日（水）
市内９か所の図書室
５月１６日（水）～５月１８日（金）
＜図書館が閉まっているときのご返却について＞
返却ポストもしくは「まなびの窓口」をご利用く
ださい。なお CD・DVD・ビデオ・大型本・紙芝居・
布本・カセットブック・他館からの借用本は破損
等の原因となりますので、ポストのご利用をご遠慮
いただいております。直接カウンターへお返し下
さい。

いずれも
土曜日
９時開場
９時３０分
開演

なめがや

４月２１日 ・いぼとり地蔵（行谷）
つつみ

大人向け (すべて日本語字幕付き)
４月１４日 モダン・タイムス
（８３分 外国映画・音声英語）
５月１２日 郵便配達は二度ベル
を鳴らす
（１１３分 外国映画）
６月 ９日 カヴァルケード
（１１０分 外国映画）
子ども向け
4 月１４日 忍たま乱太郎の宇宙大
冒険 with コズミック
フロント☆NEXT 太
陽系の段◆月の段
（５０分 アニメ）
5 月１２日 日本の昔話 母と娘の
鬼退治 全９話
（６７分 アニメ）
６月 ９日 ウッディ・ウッドペッ
カー
（５３分 アニメ）
♪ミュージック

いずれも
土曜日
13 時 30 分
開場
１４時開演

DAY♪

日

時 ６月１６日（土）

9 時 30 分

場

所 茅ヶ崎市立図書館２階 第１会議室

内

容 トロイ戦争は起こらないだろう・劇団四季

ブックリサイクル
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 ４月８日
５月１３日
６月１０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
～館報担当①～
今回からの新コーナー、
「図書館員のお気に入
り」。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。
『弟子』
（ジョン・フラナガン／作 入江真佐子
／訳 岩崎書店）

この本は、「アラルエン戦記」というシリーズの
１巻で、孤児院で育った少年ウィルが、王のために
働くレンジャーとなり成長していく物語です。1 巻
では、ウィルが孤児院を卒業し、ホールトというレ
ンジャーに見いだされ弟子となり、見習いとしての
生活を始めるまでが描かれています。
（所蔵情報：本館、児童コーナー ９３３フ）

香川分館のイベント
おはなし会
会場：香川公民館 講義室
小さい子向けのおはなし会
４月２１日・５月１９日・６月１６日
いずれも土曜日 １４時～
会場 香川分館おはなしコーナー

４月１４日（土）
ころわんとこいのぼり
（２４分 アニメ）
５月２０日（日）

香川分館おひざにだっこ（赤ちゃん向け）
５月１０日（木）
１０時３０分～１１時
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。

１３時３０分

こどもにんぎょう劇場６

開場

（４５分 人形劇）

１４時開演

６月 ９日（土）
おばけのラーバン２
（４４分 アニメ）

香川分館 ブックリサイクル

５月２６日（土）９時～１７時、２７日（日）９時～１６時

図書館で古くなった本、不要になった本や、寄贈していただいた本を無料でお持ち帰りいただいています。一般
書のほか、児童書、雑誌もあります。 毎年、香川公民館まつりで実施し、大変好評です。香川分館入口前にて
開催いたします。ご利用お待ちしております。

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

火曜日～木曜日、土日祝日は９時～１７時、金曜日は９時～１９時
（夏休み期間の火曜日～木曜日は 9 時～１８時）
５月の第３木曜日は開館します。

編集後記
春といえば新しいことを始めるイメージがありますが、図書館では今年Ｔｗｉｔｔｅｒ
を始めました。図書館報や市の広報には載りきらない日常のひとコマや、最新情報等もお
届けしています。図書館報とあわせて、ぜひご覧ください。
さて、日差しの気持ちいい季節になりますが、今年は花粉が多く飛ぶと聞きます。
花粉症の方をはじめ、みなさまご自愛くださいね。

図書館公式 Twitter
＠chigasaki_lib

