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    函南図書館だより
　発行：函南町立図書館
　住所：函南町上沢107番地の1
　TEL ：055-979-8700
  FAX ：055-979-8711

ＳＰＡＣおはなし劇場がやってくる！
かんなみ知恵の和館では、主に就学前や小学生の親子を対象に、親子が学んで、遊んで、

体験して、楽しんでもらうため、「冬休みわくわくまつり」を開催します。

ＳＰＡＣおはなし劇場「きつねのおきゃくさま」

日 時：12月15日（日）14時00分～15時00分

場 所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

内 容：楽器の生演奏や手遊び歌とともに、俳優の演技で物語の世界を届ける

「ＳＰＡＣおはなし劇場」が、かんなみ知恵の和館にやってきます。

今回は『きつねのおきゃくさま』（あまん きみこ／作）を上演します。

講 師：静岡県舞台芸術センター「ＳＰＡＣ」

俳優・加藤幸夫氏、永井健二氏

対 象：０歳～小学６年生までの子どもとその保護者

定 員：80人

申込方法：11月15日（金）から図書館カウンター

または電話（979-8700）にてお申し込み下さい。

申込用紙は図書館又はホームページで手に入ります。

問 合 先 ：函南町立図書館（979-8700）

図書館所蔵もあります！

『きつねのおきゃくさま』

あまん きみこ/文

二俣 英五郎/絵

１階開架 Ｅフ

子育て交流センター企画

「バルーンで遊ぼう」

場所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

時間：10時00分～11時00分

年齢：０才～小学３年生の親子

詳細は

子育て交流センター

（979-8800）へ

お問い合わせください。



　

　
国立がん研究センターの

大腸がんの本
金光　幸秀/ほか監修 493.46 コ

★特集展示関連イベント

座ってできる！シニアヨガ 山田　いずみ/著 498.34 ヤ

乳がんと診断されたら
すぐに読みたい本

豊増さくらと乳がん
患者会bambi*組/著

495.46 ニ

タイトル 著者 請求番号

歯と歯みがきのひみつ 山口　育孝/漫画 497 ハ

えんまのはいしゃ
くすのき　しげのり/作

二見　正直/絵
Ｅ フ

にゅうしちゃん minchi/作・絵 Ｅ ミ

★２階展示「健康長寿～５大がん検診で自分を守ろう！～」　展示期間：10/26～12/26

２階展示の職員オススメ本

11月の特集展示コーナーのお知らせ

　　　　　　　　図書館では、毎月さまざまな特集展示コーナーを設けています。
　　　　　　　　ぜひお立ち寄りください。※展示中の本も借りることができます。

★1階展示　「大切にしたい子どもの歯」　展示期間：10/26～12/26

１階ミニ展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号
乳歯の時に歯を丈夫にしておく

ことが一生使う歯の健康につな

がります。

歯に関する知識を増やして、

いい歯を目指しましょう。

11月17日（日）はスポーツ・

健康長寿フェスタです。

開催に合わせて、５大がんや運

動に関する本を集めました。

この機会にがん検診や健康長寿

について考えてみてはいかがで

すか？

今月は１階、2階どちらの特集展示も

“健康づくり課”とのコラボレーション企画です。

＊「出張健康・栄養相談」
日時：１１月２９日（金）

10：00～11：３０

場所：かんなみ知恵の和館１階 エントランスホール

対象：どなたでも

内容：保健師・栄養士による血圧・体組成計・握力・血管年齢測定及び

健康栄養相談

＊「スポーツ・健康長寿フェスタ」
日時：１１月17日（日）

9：30～14：00

会場：函南町文化センター

図書館では、１階・２階で関連の展示コーナーを行っています。

血管年齢

気になりませんか？

or



　

　

命を守る水害読本
命を守る水害読本

編集委員会/編 369.3 イ

「災害救助法」
徹底活用 津久井　進/著 369.3 サ

狩野川台風誌 田方郡教育研究会/編 K 363 カ

以下の特集展示は引き続きお楽しみください！　展示期間：9/28～11/21

★「Wikipedia Town 函南 」再募集!!

★2階特別展示「台風19号特集」　　　　展示期間：10/14～

２階特別展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

台風の接近により延期された「Wikipedia Town 函南」に参加される方を再募集いたします。

日時：12月８日（日）９:30～17:00
◆集合場所：函南町立図書館２階研修室

◆対象：どなたでも ◆定員：20名程度

◆費用：かんなみ仏の里美術館入館料

（10名以上参加の場合は団体料金200円）

◆持ち物：昼食、筆記用具、ノートパソコンやタブレット

（※パソコン機器類はある人のみで構いません）

◆申込方法:12月５日（木）までに、函南町立図書館カウンター、

電話、メール、電子申請のいずれかでお申し込みください。

メールの場合は、氏名（ふりがな）・連絡先電話番号・

当日持込可能な電子機器（パソコン・タブレット・なし）を

本文にご入力ください。

※メール・電子申請で申込をした方には申込受付確認の返信が届きます。

休館日を除き３日以上返信がない場合は、ご連絡ください。

◆申込先：函南町立図書館

【電話】055-979-8700

【メール】tosyokan@town.kannami.shizuoka.jp 

【電子申請URL】図書館HP

（イベントお知らせ）に外部リンクあり

今回の台風19号の県内の被害状況につ

いての情報を紹介しています。

台風、狩野川、被災についてなどの本

も展示してあります。

禁帯出シールが付いている本は、貸出

できませんので、館内でご覧ください。

Wikipedia Townとは？

その地域に存在する文化財や観光

名所などの情報をインターネット

上の百科事典「ウィキペディア」

に掲載し、情報発信するワーク

ショップ型のイベントです。

今回は「かんなみ仏の里美術館」

の記事を編集します。

【事前に必要な準備

（可能な人のみ）】

ウィキペディアのアカウント作成。

ウィキペディアの記事を編集する

ためにアカウントが必要です。

当日までに、ウィキペディアの

〔アカウント作成〕ページから

アカウント作成をお願いします。

アカウントは無料で作ることが

できます。

ウィキペディアタウン

この度の台風19号により、被災された方々に

心よりお見舞い申し上げます。

【主催】函南町生涯学習課 【協力】code for ふじのくに

★２階ミニ展示 「実録！図書館の裏側」

推理小説は謎を解くのが面白いですが、実は図書館の中にも数々の謎が潜んでいます。

図書館内で使われているルールや用語を知れば、あなたも謎が解けるかも。

ネタバレしても大丈夫です。

図書館の裏側を覗けるのは今だけ！

★２階ＹＡ展示 「ブンガクはオモシロイ？」

「文学」ってなんだか堅苦しくておもしろくなさそう、と思っていませんか？

夏目漱石、太宰治、芥川龍之介……など、名前は知っているけれど、

実は読んだことのない名作、たくさんあるのでは？

読んでみたら、おもしろいかもしれませんよ。



　

　

ホームページでおすすめ本をチェックしましょう！

読書週間のイベントお知らせ

図書館カレンダー

  図書館だよりはホームぺージからも見られます。

  函南町立図書館で検索

ホームページ右上「図書館情報」

「図書館発行紙」をクリック

函南町立図書館

９：30～18：00

９：30～20：00

９：30～17：00

※休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。

開館時間

火・木・金曜日

水曜日

土・日曜日・祝日

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

令和元年11月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

令和元年12月

🔸しおり・ブックカバーのプレゼント

読書週間のデザインのしおりとブックカバーをプレゼントします。

〔期間〕10月26日（土）～11月10日（日）

〔配布先〕図書館１階、２階

🔸文芸作品の展示

「元号・改元」をテーマに募集したエッセイ、短歌、俳句、川柳を展示します。

〔期間〕10月26日（土）～11月21日（木）

〔場所〕知恵の和館１階 エントランスホール

🔸読書郵便＆本の帯の展示

町内の小学生が作成した読書郵便や、中学生が作成した本の帯を展示します。

読書郵便とは、おすすめしたい本を郵便はがきの形式で紹介したものです。

本の帯とは、児童書の表紙に巻く帯をデザインしたものです。

〔期間〕10月26日（土）～11月21日（木）

〔場所〕図書館２階

※12/29(日)～1/4(土)は、年末年始の休館日となります。

休館日

おはなし会
（15：30～16：00）

おはなし会
（10：30～11：00）

Wikipedia Town
（9：30～17：00）

読書週間イベント
冬休みわくわくまつり

おはなしエントランス
（19：00～19：45）


