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利用制限の変更について

静岡県に「新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言」が発令された
ことと、町内での感染拡大状況を受け、令和３年８月24日（火）から９月12日

（日）まで、入館利用は函南町在住・在学の方のみとなっています。

また、水曜日の開館時間を18時までに短縮しています。

図書館を利用される方は入館記録票の記入と提出にご協力ください。

・ブックポスト返却のみのご利用は、入館記録は不要です。

・ブックポストは町内在住・在学以外の方でもご利用になれます。

館内の滞在時間は目安30分以内でお願いします。
・マスク着用のご協力をお願いします。

・こまめな手洗いや手指の消毒をお願いします。

・体調不良の方は、入館を控えるようお願いします。

※37.5℃以上の方は入館をご遠慮ください。

▼併せて、以下のサービスを休止しています。

・館内インターネットパソコン・データベースパソコンの利用

・研修室の学習利用

・期間中のおはなし会

▼以下のサービスも休止しています。

・CD・DVDの館内視聴

・持ち込みパソコンの利用

・図書館内での学習

・飲食スペースでの食事

今後の状況に応じて制限内容・期間は変更となる場合があります。

最新の情報は図書館ホームページをご覧ください。

【URL】https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tosyokan.town.kannami/

【問合先：函南町立図書館】 電話：055-979-8700 FAX：055-979-8711



９・10月の特集展示コーナーのお知らせ
展示期間：10/21まで

１階特集展示 「かぞくとたべるとおいしさアップ！」

『コンビニへ「健康」を

買いに行こう！』

小林 弘幸/著

498.5 コ

２階特集展示と１階特集・特別展示は健康づくり課とのコラボ企画です！

２階特集展示 「食事の選び方は健康の鍵‼」
10月は健康増進月間です。健康の基本となる食事で重要なのは、「手作りかどうか」では

なく「いかに選ぶか」です。暑い日に料理を作るのが苦痛……、そんな時はきちんと成分

表示をしているコンビニご飯なども上手く利用してみましょう。

食事を用意する時のコツや、コンビニ業界の健康への取り組みもご紹介します。

『なにをどれだけ

食べたらいいの？』

香川 明夫/監修

498.55 ナ

『『今日も、ごはん

作らなきゃ』のため息が

ふっとぶ本』

田内 しょうこ/著

596 タ

１階特別展示 「乳がんは自分で発見できる唯一のがんです

～子どもを守るための健診です～」

50年前、乳がんは50人に１人

の割合で見つかっていましたが、

近年では９人に１人の割合と

なっています。

大切なお子さんや家族のためにも、

早期の発見・治療が重要です。

まずは月に１回の自己触診で

からだを見直し、２年に１回は

乳がん検診を受けてみましょう。

家族や友達、地域の人など、

誰かと一緒に食事することを

「共食」といいます。

共食をすることで生活リズムが

整い、心も体も健康になります。

本を読んで、誰かと食べる

楽しさを味わってみませんか。

タイトル 著者 請求記号

りんごです 川端 誠/作 Ｅ カ

まほうのおまめ
松本 春野/文・絵
辰巳 芳子/監修

Ｅ マ

こどもキッチン、
はじまります。

石井 由紀子/著
はまさき はるこ/絵

596 イ

職員オススメ本

タイトル 著者 請求記号

ママはかいぞく
カリーヌ・シュリュグ/文
レミ・サイヤール/絵
やまもと ともこ/訳

Ｅ サ

乳がん治療をのりきる
生活・食事・お金

山内 英子/監修
主婦の友社/編

495.46 ニ

112日間のママ 清水 健/著 916 シ

職員オススメ本



　

　

以下の展示も引き続きお楽しみください 展示期間：９/23まで

★2階ミニ展示「挑戦者たち」

東京オリンピックを迎え、各競技で熱戦を繰り広げる選手たち。

彼らは自己の記録以上の能力を絞り出し、栄誉を掴もうとする「挑戦者」です。

今回は競技者だけではなく、古今東西の各分野で挑戦してきた者たちに焦点をあてて案内し

たいと思います。

★２階YA展示 「夏に読みたい物語」
夏休みやお盆、まとまった長い休みに読みたくなる物語を集めました。

職員のおすすめ本、長編小説、普段読まない物語に挑戦してみませんか？

８月７日（土）おはなし会スペシャルを開催しました。

函南町が「まん延防止等重点措置区域」となったため、

８月14日（土）のおはなし会スペシャルと

８月19日（木）・22日（日）の工作教室は

中止となりました。

新型コロナウィルス感染症対策を

とりながら、おはなし会スペシャルを

実施しました。

普段のおはなし会よりも少し長めの

おはなしと手遊びうた、おはなしの

内容に沿った折り紙などを行い、

楽しいイベントになりました。

ご参加くださったみなさま、

ありがとうございました。

上手にできました！

★２階特設コーナー「第165回 芥川賞・直木賞」

第165回芥川賞・直木賞のノミネート作や、受賞した作家の作品を展示しています。

貸出中の資料はご予約できます。



図書館だよりはホームページでも見ることができます。

おすすめ本の情報等、チェックしてみましょう！

　

図書館では読書週間にさまざまなイベントを行います。ぜひご参加ください！

図書館カレンダー

工作教室「のびるカードでアート！」

じゃばらのカードを使って、

オリジナルのアート作品を作ります。

①10月3１日（日） 14時～15時

②11月７日（日） 10時～11時

対象：町内在住の4歳～小学6年生まで

（小学2年生までは保護者同伴）

定員：各回先着8組（24人まで）

場所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

持ち物：はさみ、のり、色鉛筆・カラーペン

申込：9月15日（水）から

図書館カウンターか

電話(055-979-8700)で申込み

＜お願い＞
・マスクの着用をお願いします。（2歳以下は不要です。）

・受付時に、検温・手指消毒・問診票の記入をしてください。

おはなし会スペシャル

ちょっと長めのおはなしの

読み聞かせと簡単な工作を行います。

①10月30日（土） 14時～15時

②11月６日（土） 14時～15時

対象：町内在住の０歳～小学6年生

（未就学児は保護者同伴）

定員：各回先着10組（30人まで）

場所：かんなみ知恵の和館1階 多目的室

申込：9月15日（水）から

図書館カウンターか

電話(055-979-8700)で申込み

かんなみ読書週間 イベント紹介

※今後の感染症の状況により予定が変わる場合があります。

静岡県に「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」が

発令されたことと、町内での感染拡大状況を受け、

令和３年８月24日（火）から９月12日（日）まで

利用制限を一部変更しています。制限内容・期間は、

今後の状況により変更となる場合があります。

９時30分～20時水曜日
開館時間

火・木・金曜日 ９時30分～18時

水曜日（9/12まで） ９時30分～18時

土・日曜日・祝日 ９時30分～17時

※閉館中の返却はブックポストをご利用ください。

休館日

おはなし会
（15時30分～15時45分）

おはなし会スペシャル
（14時～15時）

工作教室
（14時～15時）

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3年10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

令和3年9月


