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 特集特集特集特集        図書館図書館図書館図書館の展示の展示の展示の展示    あれこれあれこれあれこれあれこれ 

第第第第5555８８８８号号号号    
 

にのみやまちとしょかん 

図書館だより図書館だより図書館だより図書館だより    

201201201201４４４４....２２２２.15.15.15.15 発行発行発行発行    

祝・入館者数 
400 万人突破 

 

図書館内には、テーマに沿った本を集めて展示してあるコーナーがいくつかあります。よくご利用されている方に

とってはおなじみのコーナーですが、今回の特集ではどんな趣旨でどんな展示をしているのかを改めてご紹介します。 

なお現在行っている展示につきましては、ホームページでも一覧で確認できますので是非ご覧ください。 

◆◆◆◆    展展展展示テーブル示テーブル示テーブル示テーブル（１ヶ月(毎月)）    
⇒ １階：図書館入口右 楕円形テーブル  

→ 毎月のテーマを職員が交代で考え、本を選んでいます。

来館された方がふと足をとめ、手に取ってもらえるような

テーマを心掛けています。 
 

・ ホームページから過去３年分は閲覧可 

・ 展示リスト過去分は全て保存あり 

◆◆◆◆    特設展示特設展示特設展示特設展示（3 週間程度(随時)） 

⇒ ２階：階段を上った右側  階段寄りの１～２棚〈青枠〉 

→ 著名な作家の追悼、芥川賞･直木賞発表時、時事の大き

な話題、クリスマス･年末･お正月、などその時々をとらえ

た資料を展示しています。即時性が命!の棚です。 

 

図書館に来る楽しみの一つにしていただけるような展示をこれからも行っていきたいと思っています。たくさんの

ご利用お待ちしています。 

  児童児童児童児童展示展示展示展示テーブルテーブルテーブルテーブル（１～２ヶ月(季節毎、ﾃｰﾏ年２回)）    
⇒ １階：こどものほんコーナー中央 ツリー型展示テーブル 

→ 季節の展示と年２回のテーマ展示です。本だけでなく手づ

くりの小物などを使って、春は春らしく、その時期らしい

季節感のある空間を演出しています。夏休み期間には季節

の展示に加え、課題図書やすすめたい本も並びます。 

 

展示展示展示展示架名架名架名架名（展示サイクル(入替)） 
⇒ 展示場所 

 → 展示の趣旨･テーマ 

・ 特にお知らせしたいことなど 

◆◆◆◆    新新新新着図書コー着図書コー着図書コー着図書コーナーナーナーナー（８週間程度(随時)） 

⇒ ２階：階段を上った右側  真ん中の２棚〈黄枠〉 

→ 新しく入った本は、まずこちらに８週間ほど並びます。

各分類の棚に行く前のお披露目の棚です。 
 
・ 館内検索端末の新着案内からもジャンル別に検索可能 

 

◆◆◆◆    書書書書庫の本紹介コーナー庫の本紹介コーナー庫の本紹介コーナー庫の本紹介コーナー（３ヶ月(1,4,7,10 月)） 

⇒ ２階：階段を上った右側  学習コ ー ナ ー寄りの１棚〈ｵﾚﾝｼﾞ枠〉 

→ 書庫に入っている本も利用者の目に触れる機会を、とい

う趣旨の棚です。小説を中心にテーマを絞って 100 冊程度

の本を並べています。 

♣♣♣♣    地地地地域展示ケース域展示ケース域展示ケース域展示ケース（３ヶ月(1,4,7,10 月)） 

⇒ ２階：奥の地域資料コーナー 木枠ガラスケース 

→ 主に二宮ゆかりの人物についての展示です。所蔵資料だけ

でなく、館外から借用した貴重な関連資料を展示しています。 
 

・ 所蔵資料であっても展示期間中は貸出不可 

・ ホームページ地域資料のページに展示一覧を公開 

  特設展示特設展示特設展示特設展示（３週間程度(随時)）    
⇒ １階：こどものほんコーナー入口  雑誌架右側 

→ 著名な児童文学作家等の追悼や生誕記念の際、資料を展

示しています。 

  書庫の本紹介書庫の本紹介書庫の本紹介書庫の本紹介コーナコーナコーナコーナーーーー（２ヶ月(奇数月)）    
⇒ １階：こどものほんコーナー入口  雑誌架右端 

→ 普段は書庫にあるけれど是非読んでもらいたい本や絵

本を定期的に紹介しています。 
 
・ コーナー看板のねずみの名前は｢しょう｣と｢かい｣ 

  あたらしいほんあたらしいほんあたらしいほんあたらしいほん（８週間程度(随時)）    
⇒ １階：こどものほんコーナー入口  雑誌架中央 

→ 図書館に新しく入った児童書は、まずこちらに８週間ほ

ど並びます。それぞれの棚に行く前のお披露目の棚です。 

▼▼▼▼    テテテティーンズ展示ィーンズ展示ィーンズ展示ィーンズ展示（２ヶ月(偶数月)）    
⇒ 2 階：ティーンズコーナー吹き抜け側 ブックトラック 

→ １０代の方々のアンテナに響くような、ちょっぴり

ひねりのきいたテーマが特徴です。ちなみに昨年は

｢深海｣｢涙｣｢仏像に会いに行こう!｣など好評でした。 

・ 

▲▲▲▲    AAAAＶ展示Ｖ展示Ｖ展示Ｖ展示（1 ヶ月(奇数月+12 月)）    
⇒ １階：AV 資料コーナーCD 架 フェイスアウト  

→ 視聴覚資料(DV D や Ｃ Ｄ)のなかからテーマを設けて集める

ことで、いつもと違った見方、聞き方ができればと始まった

展示です。12 月のクリスマスソングの展示は定番で大人気。 

【書架２９】

【児童雑誌架】

フェイスアウトとは 
正面(表紙)を出して置く
こと CD 架ではここ 

児児児児

こんな展示もしています！ 

児児児児

児児児児

児児児児



－２－ 

『『『『ぼくの図書館カードぼくの図書館カードぼくの図書館カードぼくの図書館カード』』』』    

以前は「鈍感力」、最近は「聞く力」、この他にも「共感力」･「会話力」･

「前向き力」と“力”のつく言葉を多く目にしたり耳にしたりします。

今回の展示は様々な世界をもたらしてくれる“力”をキーワードに本を

集めてみました。 

展示テーブルより紹介する１冊は、『人間関係力-困った時の３３のヒ

ント-』です。私達が悩みがちな状況を具体的に設定し、その状況に活路

を拓くヒントを賢者の言葉を活かしながら Q＆A の形で提示していま

す。33 人の賢者の言葉に“なるほど”と思い、成功例だけでなく、失敗

から努力し学んでいく姿に前向きにさせてくれる力が満載の１冊です。 

 

←紹介本   

『人間関係力人間関係力人間関係力人間関係力    ----困った時困った時困った時困った時
のののの 33333333 のヒントのヒントのヒントのヒント----』 

（（（（齋藤孝齋藤孝齋藤孝齋藤孝////小学館小学館小学館小学館////    

’’’’ 08.10/08.10/08.10/08.10/ 159159159159 ササササ）））） 

     

  

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像 

なし 

１９２０年代のアメリカ南 部。黒 人ゆえ

に図 書館カードが作 れ ない 主人 公が、

白人の理 解者を 得て本 を読み、自由な

世界 への 扉 を開 きま す 。アメリカの作

家リチャード･ライトの 自伝 をも とに作

られた絵 本。好き な本を 好きな だけ読

める喜びを再認識させてくれます。 

2020202011113333 年年年年 11111111 月月月月～～～～2012012012014444 年年年年 1111 月新着分より月新着分より月新着分より月新着分より    

（著編者／出版社／出版年月／請求 記号） 

2222 月の展示テーマ月の展示テーマ月の展示テーマ月の展示テーマ        

（出演者／収録時間／請求記号） 

■■■■     グレゴリー・クリスティグレゴリー・クリスティグレゴリー・クリスティグレゴリー・クリスティ    

■■■■ 新 日 本 出 版 社新 日 本 出 版 社新 日 本 出 版 社新 日 本 出 版 社     

■■■■ ’’’’  1 0.111 0.111 0.111 0.11        

■■■■ EEEE ク リク リク リク リ     

おすすめの一冊 

映像ＤＶＤ映像ＤＶＤ映像ＤＶＤ映像ＤＶＤ

～～～～ 力力力力
りょく

････ ～ の～ の～ の～ の 力力力力
ちから

        
“力”の世界、無限大！“力”の世界、無限大！“力”の世界、無限大！“力”の世界、無限大！    

『『『『DVDDVDDVDDVD 美術館美術館美術館美術館----世界名画世界名画世界名画世界名画 Best100Best100Best100Best100    ----3333』』』』    
（（（（田辺清田辺清田辺清田辺清監修監修監修監修//// 46464646 分分分分/708/708/708/708 デデデデ））））    
    

                        名画とされ人気のある西洋絵画のうち 100 点を

テーマ別にまとめた５巻セットのうちの人物編。

BGM には絵画にマッチしたクラシックが流れ、リ

ラクゼーション効果も得られます。 

 

『『『『進め進め進め進め!!!!サムライブルーサムライブルーサムライブルーサムライブルー    
----サッカーサッカーサッカーサッカー日本代表感動の日本代表感動の日本代表感動の日本代表感動の20202020年年年年ヒストリーヒストリーヒストリーヒストリー----』』』』    

（（（（林壮一林壮一林壮一林壮一////講談社講談社講談社講談社////’’’’ 13.913.913.913.9//// 783783783783 ハハハハ））））  

「ドーハの悲劇」や 2002 年の日韓共催ワー

ルドカップ……、サッカー日本代表の 20 年間

を元代表選手･現代表選手のインタビューを交

えて辿ります。 

    

児童書児童書児童書児童書 

    本本本本 

『『『『図解絵で見て覚える包み方図解絵で見て覚える包み方図解絵で見て覚える包み方図解絵で見て覚える包み方････たたみ方大事典たたみ方大事典たたみ方大事典たたみ方大事典』』』』    

（（（（毎田祥子監修毎田祥子監修毎田祥子監修毎田祥子監修////日東書院本社日東書院本社日東書院本社日東書院本社////’’’’13.1013.1013.1013.10//// 385.9385.9385.9385.9 ズズズズ））））    

日々の暮らしに活かせる「包み方」「たたみ方」

150 例をイラストと写真で分かりやすく紹介。

こんなものにまでたたみ方が……新たな発見

があり面白い。プロからのアドバイスや「家事

に役立つプラス情報もあり実用的な一冊。 

『『『『木の実の呼び名事典木の実の呼び名事典木の実の呼び名事典木の実の呼び名事典----散歩で見かける散歩で見かける散歩で見かける散歩で見かける    
Wonderful Gifts from TreesWonderful Gifts from TreesWonderful Gifts from TreesWonderful Gifts from Trees----』』』』    

（（（（亀田龍吉亀田龍吉亀田龍吉亀田龍吉////世界文化社世界文化社世界文化社世界文化社////’’’’ 13.913.913.913.9////471.1471.1471.1471.1 カカカカ））））    

散歩でみかける身近な木の実 80 種の呼び名と

由来を鮮明な生態写真と組み合わせて掲載。寄

生木と緋連雀の共生関係のように意外な秘密

や不思議も知れて散歩が楽しくなる一冊。 

『『『『盛岡盛岡盛岡盛岡････南部鉄器の今南部鉄器の今南部鉄器の今南部鉄器の今    

---- 4 0 04 0 04 0 04 0 0 年の 歴史受 け継 ぐ炎の 芸術年の 歴史受 け継 ぐ炎の 芸術年の 歴史受 け継 ぐ炎の 芸術年の 歴史受 け継 ぐ炎の 芸術----』』』』    

（（（（村上洋一村上洋一村上洋一村上洋一////繊研新聞社繊研新聞社繊研新聞社繊研新聞社////’’’’ 13.913.913.913.9////581.1581.1581.1581.1 ムムムム））））    

海外で高く評価され国内でも見直されつつある

岩手県盛岡の南部鉄器。数寄者に愛され人々の

暮らしと共に進化した南部鉄器の魅力とは…… ？

匠たちへのインタビューやお手入れ方法も掲載。 

『『『『世界の夢の本屋さん世界の夢の本屋さん世界の夢の本屋さん世界の夢の本屋さん 2222』』』』    
                            （（（（清水玲奈清水玲奈清水玲奈清水玲奈////エクスナレッジエクスナレッジエクスナレッジエクスナレッジ////''''12.712.712.712.7////000024242424 セセセセ））））    
    

夢の本屋さんシリーズ第 2 弾。欧州、アジア、

南米のイチオシの 34 店を臨場感あふれる美

しい写真と共に紹介。オーナー･店長･店員の

魅力あるコメントも豊富で本好きには必見。 

 

『『『『レンズが撮らえたレンズが撮らえたレンズが撮らえたレンズが撮らえた 150150150150 年前の日本年前の日本年前の日本年前の日本』』』』    
（（（（小沢健志監修小沢健志監修小沢健志監修小沢健志監修////山川出版社山川出版社山川出版社山川出版社////’’’’13.813.813.813.8////210.5210.5210.5210.5 レレレレ））））     

    

幕末から明治中期に撮影された 150 年前の

人々の暮らしと生活、日本各地の風景を古写真

で 300 点以上収録。貴重な写真の一部に飴細

工、西瓜売り、横浜駅、箱根などがある。 

 

『『『『別れの何が悲しいのですかと、別れの何が悲しいのですかと、別れの何が悲しいのですかと、別れの何が悲しいのですかと、    

三國連太郎は言った三國連太郎は言った三國連太郎は言った三國連太郎は言った』』』』    

（（（（宇都宮直子宇都宮直子宇都宮直子宇都宮直子////中央公論新社中央公論新社中央公論新社中央公論新社////’’’’ 13.1013.1013.1013.10////778.2778.2778.2778.2 ミミミミ））））    

昨年９０歳で亡くなった役者バカと言われた三

國連太郎。三國夫妻と 20 年来の友人である著

者が、彼の素顔を綴る。映画のスーさんを思わ

せる穏やかで品のある日常の姿が魅力的。 

 

画像 

なし 
画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 
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2013年11月～2014年1月 
 ベストオーダー 

江戸時代､火事の時､火の見櫓の半鐘を打

ち鳴らして皆に知らせた。鎮火後もゆっくり

半鐘をジャーン､ジャーンと打った。そこか

ら終わったことを｢おジャーンになる｣とい

い、転化してダメになることも｢おじゃんに

なる｣というようになった､との説がある。 

１ 疾風ロンド／東野圭吾 

２ 海賊とよばれた男 上･下／百田尚樹 

３ 祈りの幕が下りる時／東野圭吾 

４ はなとゆめ／冲方丁 

５ まほろ駅前狂騒曲／三浦しをん 

６ ホテルローヤル／桜木紫乃 

７ 政と源／三浦しをん 

８ 村上海賊の娘 上･下／和田竜 

９ 夢幻花／東野圭吾 

10 とっぴんぱらりの風太郎／万城目学 

 

        二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物                    
「夫が六十歳を期にマスコミ関係の仕事を罷

 や

め、東京から二宮町に引っ越してきた

のは、今から十一年（昭和四十八年）ほど前である。／ 長寿の里と呼ばれている

この地は、東京から湘南電車で一時間二十分、東名高速道路を通れば、車で一時間

足らずで着く距離である。／ 南は相模湾、西は箱根連山から富士山を仰ぎ、北は

丹沢山塊を望み、東は相模平野に接して、小さな丘陵に囲まれている。気候温暖で

自然の風物に恵まれているが、最近は開発が著しく進められ、一戸建ての住宅がた

ち、六つの団地が次々にできた。十年もの間に町の人口は倍になり、現在は三万人

近くになっている。」   

 大垣千枝子著『遠い薔薇』「杉林のある風景」冒頭より  

大垣千枝子(1917～2013)は、昭和４８年から２２年間二宮

町百合が丘に住んでいたエッセイストです。大正 ６年 3 月 1

日に土肥 村城堀（現 在の湯 河原町 ）に生ま れ、昭和 8 年 に

小田原高 女を卒 業しま した 。卒業 後は事 務手伝 いで 、昭 和

１６年に最 初の結 婚をし ました が、５年 後に前 夫を病 気で 亡

くし ます 。昭 和２１年頃 には 小田 原駅 前で 叔母 と喫 茶店 を

営んでお り、その 頃一軒 おいた 隣りで 小さな 本屋を やっ て

いた大垣 三郎と 知り合 って、 昭 和 34 年に結 婚しま した 。

その後夫 が TV 局 勤務に なった ため、 東京に 引越し ます 。 

夫の大学 時代の 恩師が 里見 弴
とん

（図書館 だよ り 36 号 掲載 ）

だった縁 で、鎌倉の 里見邸 へも頻 繁に訪 問し 、結婚 の当 日

も 里 見 邸 で お 祝 い を催 し て も ら うな ど 家 族 ぐ るみ の 付 き

合いをし ていま した。 昭 和 48 年、夫 の退職 を機に 二宮 に

転居する と、弴が大 垣邸を 訪れる ことも ありま した 。自 宅

には里見 弴の書 いた書 や額な どいろ いろあ ったそ うです 。 

◆参考資料：『遠い薔薇』（大垣千枝子／日本随筆家協会／’88／914 ｵｵ） 『朴散華』（大垣千枝子／日本随筆家協会／’91／914 ｵｵ） 『伊豆山の海－シルバー

マンションに住んで』（大垣千枝子／文芸社／’９8／ＮＹｵｵ） 

 

ダメになることをなぜ

｢おじゃん｣というの？ 

千枝子は 日本随 筆家協 会主催 の随筆 教室に 通って いて、書

き溜めたエッセイを昭 和 63 年 に『遠 い薔薇 』とい う本に まと

めました 。その 後出版 した『 朴散華 』で平 成 3 年度 第 24 回

日本随筆 家協会 賞を受 賞しま した。暮らし ていた 二宮の 自宅

周辺はま だまだ 自然豊 かで、庭の 木々や 花々、やって くる鳥 、

近所 との 交流 など 二宮 での 日々 を多 くのエッセイに まと めて

います。 

昭和 60 年 8 月に 夫三郎 が 73 歳で亡 くなる と、そ の後千 枝

子は二宮 を離れ、伊豆山 のシルバーマンションへ住 まいを 移し

ました 。その 後も 、二 宮で親 しくし ていた 方たち が伊豆 山を

訪問する など交 流が続 いてい たそう ですが 、平 成 25 年 2 月

19 日、 95 歳で この世 を去り ました 。伊豆 山での 暮らし など

をまとめ た『伊豆 山の海』が 平 成 10 年 に発行 されて います 。

 

 

ふぅ～ん 

昨年 11 月 2９日 、にの みやお はなし 会と の共催 で、乳 幼児の 保護者 の方を 対象

にした講 座「絵 本はこ ころの おや つ ～ after ブックスタート ～」を開催 しまし た。

「ブック スター トは受 けたけ れど、どんな 絵本を 読んだ らいい のかな ？」と いう方

に、読み 聞かせ につい ての概 要や、おはな し会メ ンバー の子育 てと絵 本に関 する体

験談をお話しする講座で、今回が初 めての 試みで した。 

「生活の 中で絵 本を取 り入れ る」「下の 子が生 まれた 時上の 子は… …」「本が 聞け

ない子に は」など 、実 際に子 育て中 にあっ た体験 談に 、参加 者から は「とて も穏や

↑絵本を読む時間も取り、穏やかな空気に包まれた

講座になりました。 

かな気持 ちにな れま した 」「私 自身も

絵本を楽 しみた いと思 います」という

感想がありました。 

親子で一 緒に絵 本を 楽しむ 時間は 、

赤 ちゃ ん に も お母 さ ん お 父さ ん にも

かけがえ のない 体験に なりま す。図書

館 では そ ん な 体験 を お 手 伝い で きる

ような、 絵本の 紹介･講 座の開 催を今

後も行っ ていき たいと 考えて います。 

※ この期間に予約が多かった本です 

【 一 般 書 ベスト１０ 】 

大垣大垣大垣大垣
お お が き

    千枝子千枝子千枝子千枝子
ち え こ

        

このコーナーでは、二宮に ゆかり のある 人物や 文学作 品等を ご紹介 してい ます。こ こ

で紹介された人物や作品関連の情報 があり ました ら、図 書館ま でお寄 せくだ さい 。  

エッセイストエッセイストエッセイストエッセイスト        

講座名講座名講座名講座名：：：：絵本はこころのおやつ絵本はこころのおやつ絵本はこころのおやつ絵本はこころのおやつ    ～～～～afterafterafterafter ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート～～～～    
開催日 ：2013 年 11 月 29 日(金)  ラディアン ミーティングルーム 2 にて 

画像 

なし 



－４－ 

 

二宮の駅の改札を入ってホームに向かう途中、「滝のおトイレです」

というアナウンスが聞こえる。滝の流れが素晴らしい庭園のような広

いトイレが一瞬頭に浮かび、「･･･だから違うって」と毎度打ち消す。

実際は「多機能トイレです」と言っているのだが、聞く度に思い浮か

んでしまっていつも苦笑……。 

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111

2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828

２２２２ 月月月月

1月末までの累計 

3,63,63,63,653535353,,,,091091091091 円円円円 

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111

2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

30303030 31313131

３月３月３月３月

わらべうたであそぼう！ 
第３金曜日（※3 月は第2金曜日） 

 

 ひとつだけ ～編集後記にかえて 

※くわしくはお問い合わせください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２月２月２月２月     

一 般／『ベストリーダー２０１３』    

児 童／『きよしこの夜』 

Ａ Ｖ ／『I wish you a Merry Christmas！』 

 

1111 月月月月     

一 般／『走る！ 歩く！』 

児 童／『あったかいおへやで冬の本』 

Ａ Ｖ ／『2013 年ＣＤ貸出ベストランキング』 

 

一 般／ 『～力･～の力 

             “力”の世界、無限大！』 

児 童／ 『あったかいおへやで冬の本』 

1111 ２２２２ 月月月月  

    

■特設展示■特設展示■特設展示■特設展示（（（（ １１１１１１１１～ １～ １～ １～ １月 ）月 ）月 ）月 ）     

『辻井喬さんをしのんで』 

『クリスマス･年末･お正月特集』 

『第 150 回芥川賞･直木賞発表』 

『坂東眞砂子さんをしのんで』 

『小林カツ代さんをしのんで』 
 

■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー    

1111 ～～～～ ３３３３ 月月月月     ・・・ 『銀行員から作家へ』 
 

    

■■■■地域資料展示ケース地域資料展示ケース地域資料展示ケース地域資料展示ケース【【【【二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物】】】】    

1111 ～～～～ ３ 月３ 月３ 月３ 月 ・・・ 『特別コレクション 

「柴野拓美」ＰＡＲＴ3』 

 

■ 休館日 

 

おおきいおはなし会 小学生から 
おはなし会とおりがみあそび        
第３土曜日 

  

ちいちゃいおはなし会  
第２水曜日（※2月は第1水曜日） 
 

図書館基金図書館基金図書館基金図書館基金    

《月別合計》 

 
11 月 

4444,,,,246246246246 円円円円        
12 月 

6666,,,,794794794794 円円円円        
1 月 

2222,,,,618618618618 円円円円    

★★★★住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知ら住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知ら住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知ら住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知ら

せくださいせくださいせくださいせください    

住所 変 更の 場 合 は新 規 に登 録 され た 時 と同 様 に住 所･

氏名 が 確認 で き るも の が必 要 です 。 変 更後 の 保険 証･

免許証･自分宛の郵便物等をお持ちくだ さい。 
    

★★★★雑誌スポンサーの募集雑誌スポンサーの募集雑誌スポンサーの募集雑誌スポンサーの募集についてについてについてについて    

平成 25 年度に 引き 続き、 雑誌 コー ナー充 実の ため 、

「雑誌 スポン サー 」を募 集し ます 。雑誌 本体 、最新 号

の雑誌 カバー 及び 雑誌架 にス ポン サー広 告を 掲示し ま

す。詳しくは図書館までお問い合わ せくだ さい。 

※スポ ンサー 制度 の要綱 は図 書館 ホーム ペー ジで確 認

できます。 

    
 

講座名：「文学散歩 軽便鉄道１００年  

～歴史と文学をたどって～」 

開催日：2013 年 11 月 16 日･23 日 

講 師：石 井敬士 氏（元二 宮町図 書館  図書 館アドバイザー） 
 

今回の講 座は１ 日目に 講師に よる講 義、２ 日目は 軽便鉄

道の廃 線跡を 中心 に初 めて

町内の 一色方 面を 中井 町ま

で歩き ました 。お 天気 にも

恵まれ 、参加 者は 、歴 史と

文学に ついて 講師 のお 話を

聞きな がら６ キロ 近い コー

スを歩 き、当 時の 様子 を想

像しな がらの 楽し い一 日と

なりました。 

（←中井町の厳島湿生公園にて） 

図書館託児サービス  
第３木曜日 
 

 

   図書館だよりテープ版もあります。お問い合わせください！ 

編集･発行 二宮町図書館   
住所 〒259-0123 

二宮町二宮１２４０－１０ 
� 0463－72－6913 FAX 0463-72-6914 
ホームページ http://www.ninomiya-public-library.jp/ 

 

『二宮ゆかりの人物 
ガイドブック』  
好評発売中！ 

 

※ ４月以降の休館日･行事は館内掲示･ホームページでお知らせします。 

    

にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会     
    

月月月月     日日日日         ３月２１日（金･祝） 

時時時時     間間間間         午前１０：３０ ～ １１：３０    

場場場場     所所所所         ラディアン ミーティングルーム２ 

演演演演     目目目目         １１ぴきのねこ ふくろのなか     

ぐりとぐら 

●｢てぶくろ座｣と｢大きなたまご｣による 

人形劇です。 
 

※入場無料。事前申し込みは不要で す。 

直接会場へお越しください。 

 

行行行行        事事事事    


