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   図書館のご案内や催し物のお知らせなどが載っています。是非一度ご覧になってください。
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３R推進展示 10/1（金）～17（日）

わくわくラリー ９／２０（月）まで

「世界アルツハイマーデー」展示

９／１（水）～２０（月）

志村図書館 わくわくラリー ９月２０日（月）まで開催中！

シールをあつめて、クイズにこたえて

『がんばったで賞』をもらおう！
「動物愛護週間」展示

９／２２（水）～２９（水）

「図書館員が選ぶ100冊」

10/27(水）～11/9（火）

☆開館時間

午前９：００～午後８：００

★休館日
（土・日曜日、祝日と重なる時は、翌日）

定期休館日 毎月第３月曜日

館内整理日 毎月末日

≪お願い≫
・館内所定の場所以外での飲食、

喫煙・酒気を帯びての入館、携

帯電話の電源を入れたままでの

入館および館内での使用はご遠

慮ください。

・感染症拡大防止対策のご理解

ご協力をお願いいたします。

※１０月の月末休館日は１１月１日（月）です※

「クイズラリー・スタンプラ

リー」

手話で話そう！ はじめてでも大丈夫！きっと伝わる。

日 時：１０月３日(日) 午後２時～午後３時 (開場：午後１時４５分)

場 所：志村コミュニティホール２階 第1和室

定 員：１５名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。

対 象：小学生 費 用：無料 講 師：小川 光彦

申 込：９月５日(日)９時～ 志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込み下さい。

特別展示「世界アルツハイマーデー」
期間：９月１日（水）～９月２０日（月） 場所：図書館入り口

９月２１日の世界アルツハイマーデーに関連した展示を行います。

志村図書館にある本や志村坂上おとしより相談センター、

おとしより保健福祉センターのチラシなども展示します。

特別展示「動物愛護週間」
期間：９月２２日（水）～９月２９日（水）

場所：図書館入り口

動物愛護週間に関連した展示を行います。

親子で親しむ交通安全 正しい交通ルールを親子で学ぼう！

日 時：９月２６日(日) 午後２時～午後2時30分

場 所：志村コミュニティホール２階 第1和室

定 員：１０組 ※定員になり次第締め切らせていただきます。

対 象：小学生以下（小さなお子様は保護者の方とご参加ください）

費 用：無料 講 師：志村警察署員

申 込：8月29日(日)９時～ 志村図書館カウンターまたはお電話にてお申込み下さい。



 

　９月の映画会のご案内 　新刊図書のご案内　＊9月4日（土）より貸出（予定）できる本の一部です ＊

∞　会場 ： 地下１階　視聴覚室　時間 ： 午後２時　から　∞ ★一般書

月　日 対　象 　　　　　　　　　　　　　　　　タイトル・内容

9月4日
幼・児

（土）
●こぶとりじいさん

●さるかに合戦
がっせん

●かちかち山
やま

　上映時間：31分

＊ 新着ＣＤは9月1日（水）からの提供です ＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上映
じょうえい

時間
じかん

：30分
ふん

知床～海・川・森の物語～

☆児童書

9月18日
一般 ２００５年に自然遺産に登録された知床。

（土）
１５００ｍ級の火山群・知床連山、大自然の魅力にせまる。

タイトルコード

１００００５０４２２３３７

特殊詐欺被害防止啓発のためアニメ「けものフレンズ」とのコラボを実現、ニコニコ超会議に

警察として初めて出展...。警視庁ツイッター公式アカウント初代中の人が、プロモーション術を

実例を交えて紹介する。

請求記号

317.7
中の人は駐在さん

タイトルコード

１００００５０４２０２７７

４人の若者が、それぞれ好きな相手を追って森にやってきた。ところが、森の妖精が恋の

媚薬を若者たちに塗ったことで、４人の関係が入れ替わり...。シェイクスピアの名作戯曲

「夏の夜の夢」を面白くて読みやすい物語にアレンジ。

請求記号

93ｼ
夏の夜の夢

ウィリアム・シェイクスピア 原作

おなかに石ころが入っているみたいに、体が重いネズミのチュウ。そんなチュウの前に現れ

たネコのおじさんは、大切なことを教えてくれて...。物語を通して「やさしさは、やさしさへつ

ながっていく」などのメッセージを伝える。

請求記号

91ｵﾀ
チュウとネコのおじさん

小田島 久美 文

宇宙百貨店の社長室。モニターを監視していた社長が仏頂面の親子を見つけ、「もっと笑

顔になるおもてなしをしろ」と無線で指示を出した。店員たちは、あの手この手で必死におも

てなしをするが、親子は実は「アベコベ人」で...。

請求記号

E
うちゅうひゃっかてん

タイトルコード

１００００５０４２０２０９

請求記号

913.6読んでほしい おぎす シグレ 著

タイトルコード

１００００５０４２１８６３

交通事故紛争処理実務の初心者に必要な法と医療の基本的な知識・技術について解説。

さらに、裁判において現在最も問題となっている傷病を選び、紛争処理にあたって何をすれ

ばよいかを説明する。紛争処理の手順なども掲載。

請求記号

681.3交通事故医療法入門

かるがもタイム～あかちゃんといっしょ～

を実施しています
（詳細は職員までお問い合わせください）

実施時間 毎月第３・４水曜日 午後２時～４時

中村 健児 著

タイトルコード

１００００５０４１８７２６

タイトルコード

１００００５０４２１８７４

長年の目標だった、長編小説をついに書き上げた。誰かに、読んでほしい。誰でもいいから、

読んでほしい。誰に会っても、自分の話を切り出せない。この小説は、誰かに読んでもらえ

る日が来るのだろうか！？

黒岩 まゆ 作

９月の映画会は

中止いたします。

９月の展示テーマ
ＣÐコーナー

『懐かしいメロディーをどうぞ！』

児童コーナー『おいしいものいっぱい！』

一般コーナー『「暮らしを守る」を考える』

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、工作会、おはなし会は中止になることがございます。

おはなし会のお知らせ

絵本や紙芝居・手遊びなど楽しいおはなし会を行ってい

ます。どうぞご参加ください。

開催日：９月１５日・２２日（水）

時間：午後３時３０分～

場所：志村コミュニティホール２階 第１和室

定員：先着１５人

おはなしかいプチ
手あそびやわらべうた、赤ちゃん向けの絵本の紹介

など小さなお子様といっしょに楽しい時間を過ごし

ませんか。

開催日：９月１５日・２２日(水) 午後２時３０分

場 所：志村コミュニティホール２階 第１和室

定 員：先着１０組

対 象：０歳～２歳くらいまでのお子様と保護者の方

小賀野 晶一 編

わくわくワールド
絵本を読んだ後、工作をします。

どうぞご参加ください。

開催日：９月２5日（土）午前１１時
定 員：先着１５組

場 所：志村コミュニティホール２階

第一和室


