図書館だより
【ところ】東北部浄化センター（彦根
市松原町大洞）
【と き】８月６日(土)７時30分〜９ 【対 象】小学生とその家族（保護者
お知らせ
時30分
同伴）
保管証券返還のご案内
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町） 【定 員】毎日10組程度（先着順）
税 関 で は お 預 か り し て い る 次 の 通 【内 容】施設見学、うなぎのつかみ 【参加費】無料
貨・証券などをお返ししています。
どり、−30℃の冷蔵庫体 【内 容】下水処理の説明、処理場内
1. 終戦後、外地から引き揚げてこら
験、魚・果物の試食など
の見学と採水体験、簡易
れた人が、上陸地の税関または海
※参加者全員に記念品進呈
水質試験、水をきれいに
運局に預けられた通貨・証券など
【対 象】小学生と保護者
する微生物の観察
2. 外地の総領事館や日本人自治会な 【定 員】25組（50人）（応募者多数
問■
申 (財)滋賀県下水道公社東北部事
■
どに預けられた通貨・証券のう
務所 自由研究担当 柳森（1０７
の場合は抽選※初回参加
ち、その後日本に返還されたもの
４９−２６−６６３３）
者を優先します）
詳細は大阪税関ホームページでもご 【参加費】無料
中途視覚しょうがい者と
覧いただけます。
【申込方法】７月30日(土)17時までに電
その家族のための教室
http://www.customs.go.jp/osaka/
話またはEメールで下記まで
問 大阪税関 監視部 取締総括部門
■
問■
申 長浜地方卸売市場（1６３−４
視覚にしょうがいが生じたことでお
■
（1０６−６５７６―３１１５）
０００、Eメールnagasijo@mx.bw.dream.jp） 悩みの人はぜひご参加ください。
大阪税関 京都税関支署 滋賀出張
【と き】８月12日(金)
お楽しみおはなし広場
所（1０７７−５６４−３４１０）
10時15分〜15時30分
【と き】８月10日（水）
【ところ】県立視覚障害者センター
サンサンランド
10時15分〜11時15分
（彦根市）
夏休み期間中の利用時間について
【ところ】あいあいらんど（高月町柳野中） 【内 容】岩佐義雄氏による講演「自
夏休み期間中に限り、利用時間を次 【内 容】人形劇、手遊びなど
らの経験から」
のとおり区分けします。
【対 象】１歳〜未就学児とその保護者
【対 象】中途視覚障害者とその家族
【期 間】７月21日(木)〜８月26日(金)
【定 員】50組（先着順）
【定 員】10組20人程度
【区 分】乳幼児（保護者同伴）９時 【参加費】子ども１人100円
【参加費】無料
〜12時45分
【申込期間】７月25日(月)〜８月１日(月)
【申込方法】８月５日（金）までに電話
小学生以上13時〜16時45分
問■
申 あいあいらんど子育て支援セン
で下記まで
■
問 サンサンランド（地福寺町）
■
申 滋賀県立視覚障害者センター担当：
ター（1８５−５５７７）
■
（1６５−６４３３、６２−３７１２）
丸本（1０７４９−２２−７９０１）

夏休み親子市場見学会

募

催し・行事
夏休みわくわくコーナー
「きかんしゃトーマスとあそぼう」

集

「第16回湖国を描く絵画展」の作品募集

【応募資格】H８年４月１日以前に生ま
きかんしゃトーマスの模型やゲーム
れた人
があるよ！親子で一緒に来てね。
【応募作品】滋賀県内の風景や風俗、祭
【と き】７月16日(土)〜８月31日(水)
り、行事などを描いた作
【ところ】長浜鉄道スクエア（北船町）
品で、日本画、洋画、水
【入館料】大人300円、小・中学生150
彩画、版画、貼り絵、切
円、３歳以上小学生未満
り絵など、具体的表現の
100円（20名以上は２割引）
もの。大きさはM30号以
問 公益社団法人長浜観光協会（1６
■
上S50号以下。
３−４０９１）
【応募点数】１人２点以内
【出品料】一般1,500円、高校生500円
川とあそぼう！PART19
【作品受付】しが県民芸術創造館（草津
【と き】７月30日(土)12時30分〜
市野路）
（８月27日、28日）
15時※雨天時は31日
滋賀県立文化産業交流会館
【ところ】中央駐車場（大宮町）
（米原市下多良）
（８月27日）
※当日、12時から駐車場内テントに
問 しが県民芸術創造館（1０７７−
■
て受付開始
５６４−５８１５）
大
通
寺

中央駐車場

駅
前
通
り

【内 容】いかだ遊び、魚のつかみ取
り、水生生物調査など
※参加費無料、事前申込不要
問 米川支流づくり協議会事務局（沢
■
尾）（1６３−９５６５）
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講座・教室
夏休み自由研究講座
【と き】７月28日(木)、29日(金)、
30日(土)
全日程９時30分〜11時30分

ミシガン州立大学連合日本センター
夏季短期集中英語講座
【と き】８月15日(月)〜19日(金)
10時〜12時、13時10分
〜15時10分（１日４時間、
昼休みあり）
【ところ】ミシガン州立大学日本連合セ
ンター(彦根市松原町網代口)
【対 象】初級〜上級の人
【申込締切】８月２日（火）
問 ミシガン州立大学連合日本センタ
■
ー（1０７４９−２６−３４００）

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

新しく入った本のなかから・・・

『天頂より少し下って』 『東大人気教授が教える
ー思考体力を鍛える』
著/川上弘美
小学館
何回目の恋愛でも、その恋愛に飛
び込んでゆくときの最初のためらい
はなくならない・・・。
そんな気持ちを思い出させてくれ
るおはなしを含む七つの短編。
著者が紡ぎだす、主人公と身近な
人々とのささやかな会話の中に、ふ
んわりとしたおかしさや悲しみが混
ざり合い、不思議な幸福感が味わえ
ます。
川上ワールドをご堪能ください。

著/西成活裕
あさ出版
著者は、運動に体力が必要である
ごとく、考え続けるためにも必要な
「力」があるという。たとえば、「一
流」の店では「お水をください」と
いうことがほとんどない。そこには、
常に客の求めるものを「サキヨミ」
し、すべての客に満足してもらうた
めの「力」すなわち「思考体力」を
身につけている店員がいるからだと
著者はいう。「思考体力」の鍛え方
について学んでみませんか。

●○●工作教室●○●
□「ビッグけん玉を作ろう」
７月29日(金)14時〜
浅井図書館
■「プロペラ船を作ろう」
7月30日(土)10時30分〜
びわ図書館
□「絵あわせパズルを作ろう」
7月31日(日)10時30分〜
虎姫図書館
対 象：小学生 定 員：各20人

問 環境保全課(765-6513)
■
※現物は保管していません

著/帚木蓬生
あかね書房
舞台は紛争の続くアフガニスタ
ン。メディアからの知識だけでは得
られないものを描こうとした物語。
少女ビビの目を通して、ソルハ
（ダリ語で平和）を求め、清廉に生
きようとする人々を支えたものは何
なのか。
ビビの学びたいという気持ち、そ
こに住む人々のひたむきさは、同時
代の私たちに共感を与え、平和の意
味を問いかけています。

●○●自由研究講座●○●

●○●一日図書館員●○●

自由研究ネタがいっぱい！
と き：7月25日(月) 10時30分〜
ところ：湖北図書館
講 師：植田 潤さん
（湖北野鳥センター職員）
対 象：小学生
定 員：20人

図書館のお仕事体験！
と き：８月1日(月) 10時〜15時
ところ：長浜図書館・高月図書館
対 象：小学６年生
定 員：長浜24人 高月24人

【申込方法】７月16日(土) 10時から、電話か図書館のカウンターで申し込んでく
ださい。（すべて無料です。）

休館日

不用品交換情報（７月１日現在）
あげます（無料）
○ワープロ○電動ベッド○ベビー
ラック
ください（無料）
○圧力鍋○ガスコンロ○自転車○
ホームベーカリー○三輪車○チャ
イルドシート○子ども用衣服ラッ
ク○水槽○子ども用一輪車○子ど
も用二人乗りブランコ○ベビーベ
ッド○ワープロ
ゆずります（有料）
○炊飯器
ゆずってください（有料）
○カロムセット○ランニングマシ
ーン

『ソルハ』

６館共通「利用カード」

図書館知恵袋②
Ｑ.「図書館で本をかりるときは？」
Ａ.「利用カード」の登録(無料)が必要です。
登録される人の住所が証明できるものをお持ちください。
６館共通利用カードをおつくりします。※市内６図書館の
どこでも作れます。※赤ちゃんからお年寄りまで どなたで
も、無料でおひとり30冊まで3週間お借りいただけます。
◎返すときは･･･ 市内６館どこへでもお返しいただけます。
（木之本･余呉･西浅井の公民館でも可）期限を守ってお返
しください。（詳しくは、図書館までお問合せください。）

長浜・びわ
【毎週火曜日と最終木曜日】
浅井
【毎週水曜日と最終木曜日】
虎姫・湖北・高月 【毎週水・木曜日】
※毎月最終木曜日は、全館資料整理のため休館させてい
ただきます。
※祝日は全館開館しています。

問い合せ先
長浜図書館 63-2122
びわ図書館 72-4305

浅井図書館 74-3311
【開館時間：10時〜19時】

虎姫図書館 73-2335
高月図書館 85-4600

湖北図書館 78-1687
【開館時間：10時〜18時】

図書館のホームページ
http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/
携帯電話用
http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/
広報ながはま
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