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あやせ
ゼロの日
運 動

特集 書庫開放日

9:00～12:00、13:00～17:00

毎月ゼロの日（10 日、20 日、30 日）は
テレビやゲームを一休みして、読書や家族の
時間として過ごしましょう。

→

←

火曜日（休館日を除く）
10：00～12：00
図書館本館１階
「あかちゃんのとしょかん」が再開しています。あかちゃ
んのとしょかんとは、小さなお子さま連れの方に気兼ね
なく図書館をご利用いただくための時間です。児童担
当のスタッフが常駐し読書相談や読み聞かせなども
行っています。気軽にお声がけください。

ハロウィンの英語のおはなし会
日時：１０月１０日(月・祝) １０時３０分～１１時１５分
場所：図書館本館 ２階学習室
対象：小学生 定員：８人（申込順）
申込：１０月２日（日）９時～
本館カウンターまたは電話
内容：絵本の読み聞かせやゲーム、簡単な工作などを
英語で楽しみます。

【重要】おはなし会での感染症対策について
・定員は各回 10 名程度まで。（小学生未満は保護者同伴）
・参加ご希望の方は来場前の検温・体温チェックをお願いします。発熱や風邪症状のある方はご参加をお控えください。
・おはなし会の会場が変更になる場合や感染症対策・悪天候等の理由により中止となる場合がございます。最新の情報
につきましては、図書館ホームページでご確認ください。

名称

開催日時

場所

対象年齢

図書館おはなし会

１０月６日（木）

おはなしの森

１０時３０分～１１時

中央公民館

未就園児と保護者

１０月８日（土）

11 時～11 時 30 分

２階 小会議室

年長児～小学生

図書館子どもおはなし会

１０月１５日（土）

11 時～11 時 30 分

図書館本館

年少児～小学校低学年

当日各会場にて

北の台おはなし会

１０月２２日（土）

11 時～11 時 30 分

北の台地区センター

幼児～小学生

開始 15 分前よ

おはなしコロボックル

１０月１日（土）

１０時３０分～１１時

未就園児と保護者

り受付（先着順）

いずみおはなし会

１０月１6 日（日）

11 時～11 時 30 分

おはなしくれよん

１０月１７日（月）

１０時３０分～１１時

寺尾いずみ会館
幼児～小学生
南部ふれあい会館

未就園児と保護者

申し込み

本館の書庫にはこんな本が！
思わぬ発見があるかも!?

パソコンや館内の検索端末で蔵書検索をして、
資料が置いてある場所の欄に表示された「中地下」

います。この開放日のときには、普段入ることので

や「書庫」を見て、
「中地下や書庫ってどこにある

きない中地下や書庫に入り、直接資料を探すこと

んだろう？」と思われたことはありませんか？

ができます。借りたいものを見つけたら借りるこ

みなさんが図書館に来館し、目にするのは（入室

普段は入ることができない本館の
書庫等をご案内します。見学中に見つけた
本は借りることもできます。
（事前申込みは不要です）
［毎月３回開催］

１０月の日程

第２金曜／10：30～11：00
第３木曜／15：30～16：00
第４土曜／11：00～11：30

１４日
（第３木曜）２０日
（第４土曜）２２日
１４
（第２金曜）

・事前申込みは不要ですが、参加人数に制限が
あります。

そこで、本館では毎月「書庫開放日」を開催して

ともできます。

できるのは）、１階の開架フロア、２階の学習室、

書庫開放日は、毎月３回開催しています。開催時

郷土資料室ですが、図書館本館には、このほかに閉

間は日により異なりますが、いずれも３０分ほど

架書庫の「中地下」と「書庫」という場所がありま

です。

す。本館に所蔵している資料約２２万点のうち、半

参加ご希望の方は、開始時間の

数以上にあたる約１５万点が閉架書庫（「中地下」

５分前に本館入口にお集まりくだ

＋「書庫」
）にあります。

さい。開始前には館内放送も入り

通常、中地下や書庫は、みなさんは入ることがで
きません。お探しのものが中地下や書庫にあった
場合は、職員が出し入れしています。
けれども、書庫にどんな本があるか知りたいと
いう方もいるのではないでしょうか?

ますので、
「参加し損ねた～」なん
て事もありません。
ご参加の際は歩きやすい履物、
感染症対策をした上でお越しください。
※一部の資料については、貸出し出来ないものもございます。詳しくは、
スタッフにお尋ねください。

#特集

#書庫開放日

おはなし会と読み聞かせ講座
日時：１０月２９日(土) １０時～１１時３０分
場所：図書館本館 ２階学習室
対象：中学生以上 定員：１５人（申込順）
申込：１０月５日（水）９時～
本館カウンターまたは電話
内容：昔話や詩を語ります。

広報あやせ 10/1 号は
図書館特集です
広報あやせ１０／１号の巻頭特集は
「市立図書館へ行こう！」です。
綾瀬市公認キャラクター「ブタッコリ～」
が、図書館体験に来た様子を紹介して
います。

日時：１０月２７日(木)
場所：①綾南サロン室／10 時 50 分～11 時 20 分
②子育て支援センター／14 時 50 分～15 時 20 分
対象：未就学児と保護者
定員：①７組
②１２組
申込：１０月１９日（水）８時３０分～
①☏79－6925
②☏77－1121
内容：前半はおはなし会、後半は講座です。

１

財布は踊る／原田ひ香

２

よって件のごとし／宮部みゆき

３

あきない世傳金と銀 13／高田郁

４

嘘つきジェンガ／辻村深月
お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか
／黒田尚子

※本講座は、開催場所により申し込み先が異なります。

汝、星のごとく／凪良ゆう

令和４年度 CD ランキング結果発表
８/３～９/９まで投票受付していたＣＤランキングです
が、今年度みごと１位に選ばれたのは、なにわ男子の
「１ｓｔ Ｌｏｖｅ」でした。貸出開始をお楽しみに。
※貸出開始になるまで予約受付はできません。

７

血流ゼロトレ／堀江昭佳
その本は／又吉直樹
名乗らじ／佐伯泰英
＃真相をお話しします／結城真一郎

【２軍通信】１０月２７日～１１月９日は、秋の読書週間です。図書館の企画展示は恒例の「図書館スタッフのわたしの紹介したい本」です。

