
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❀✿      令和４年度大宮公民館主催事業予定      ✿❀ 

 

【子ども対象事業予定】 
★わらべ歌と絵本の会 (６月～３月 １０回) ＜第 4火 但し１１月・12月は第３火＞   

  ＜わらべ歌や絵本のよみ聞かせを通して親子のふれあいの場とする＞ 

★夏休み子供教室 (７月) 

ガス管をリサイクルしたキ－ホルダ－をつくる  

＜リサイクル資源に興味をもたせ、環境について考える＞  

★冬の子供教室 (１２月) 

書き初め教室  ＜のびのびとした筆遣いなど書道の基礎・基本を学習する＞   

★児童作品展 (２月)  ＜児童の作品を観賞し地域の交流を図る＞   

【成人対象事業予定】 
★終活の心得(５月) ＜お一人様の生前対策＞ 【下記参照】 

★ボランティア手編み講座 (６月・２回) ＜地域の高齢者へ帽子やマフラーなどを作る＞ 【下記参照】 

★初歩のビ－ズ手芸 (７月) ＜ビ－ズ手芸でオリジナル作品を完成＞ 

★大人の朗読会 (１０月) ＜朗読クラブの練習成果を発表＞ 

★２時間でわかる世界遺産（１０月）＜世界遺産の映像やクイズにより基礎知識を楽しく学ぶ＞ 

★初心者のスマ－トフォン入門（１1月）＜スマホビギナーがスキルアップ＞  

★パステルア－ト入門 （１１月）＜パステルアートの基本を学び作品をつくる＞  

★クリスマスコンサート（１２月）  ＜地域の合唱団によるコンサート＞  

★絵本の読み聞かせボランティア養成講座 (１月・２回)   ＜読み聞かせのボランティアを養成＞ 

★郷土史講座「千葉県の神社」(２月) ＜県内の神社の由来や歴史を知り郷土史を学ぶ＞  

★「チバニアンって何? 」 (２月) ＜地球史・地質学について興味を深める＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊日程は事情により変更することもありますので市政だより等で確認してください。 

 

ボランティア手編み講座 
手編みで小物作りを学び、地域の高齢者の方々

にプレゼントしています。 

皆さんの参加をお待ちしています。 

日時：令和４年６月８日（水）・６月１５日(水)   

 １０時００分～１２時００分 

会場：大宮公民館 

対象：成人   

定員：１０人   

費用：無料 

申込：５月２日（月）から電話で 
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終活の心得 ～お一人様の生前対策～ 

生前にどうしてもやっておきたいことを改めて見

つめ直すことにより、豊かな人生を送る。 

日時：令和４年５月３０日（月） 

 １０時００分～１２時００分 

会場：大宮公民館 

対象：成人   

定員：１５人   

費用：無料 

申込：４月５日（火）から電話で 

 掲載した事業は予定です

ので新型コロナウィルス感

染拡大防止対策のため、変

更になることがあります 

mailto:omiya@ccllf.jp


新たな年度の始まりに 

 令和４年度が始まりました。春の暖かさを感じ、草

花や木々、動物たちが躍動する季節を迎えており、多

くの人が外に出て季節を満喫したいと願っていると

思います。一方、新型コロナウイルスの収束が見通せ

ず、不安な日々が続いています。こんな時でも、書物

は私たちにさまざまな感動や示唆を与えてくれます。 

 大宮公民館図書室では、昨年度に引き続き多くの皆

様にご利用いただけるよう、文学作品をはじめ、利用

者のニーズを受けとめながら選書し、蔵書を整えたい

と考えています。昨年度はおよそ 350冊の本を新たに

購入しました。このうち 50 冊の本が利用者のリクエ

ストを反映し購入したものです。今年度も書物を通し

て、喜びと感動を皆様にお届けしてまいります。 

 新たな年度の始まりにあたり、公民館図書室利用の

概要を確認いたします。 

利用カード 所持していない方は新たに作ります。 

（カードは 5年間有効） 

開室時間 9：45～17：00  

休室日  毎月第 3木曜、年末年始、特別整理期間 

貸出数  本、紙芝居：合わせて 10冊まで 

＊DVD、ビデオ：合計 2点まで 

＊CD、カセットテープ：各 2点まで 

（＊の資料は、小学生以下は貸出できない） 

貸出期間 2週間（次の予約がなければ延長 2週間） 

本の返却 市内図書館、図書室のどこでも返却可能 

開室時：カウンターへ返却 

閉室時：本のみブックポストへ返却 

本以外は開室時にカウンターへ返却 

※詳細は、図書室に設置の利用案内をご覧ください。 

新着図書紹介 （昨年度末 購入の一部） 

４～６月の休室日 

○毎月第３木曜日 

４月２１日・５月１９日 

６月１６日 

 

書    名 著 者 名 

愛子の格言 
熔果 
マンモスの抜け殻 
ママがもうこの世界にいなくても 
まるありがとう 
黒牢城 
ヒポクラテスの悔恨 
秋のカテドラル 
ボーダーズ 
誰そ彼の殺人 
立花隆 最後に語り伝えたいこと 
老いの福袋 
令和版囲碁ひと目の布石 
岸本葉子の「俳句の学び方」 
滅私 
愚かな薔薇 
偽装同盟 
遺言歌 
塞王の楯 
死ぬまで、働く。 
きりきり舞いのさようなら 
キッチンから始める人生の整理術 
歴史をなぜ学ぶのか 
国土が日本人の謎を解く 
住民力 
日本人の宿題 
捜査線上の夕映え 
九十歳 
残照の頂 
老いる意味 
おわかれはモーツァルト 
人生の締め切りを前に 
内紛巨大病院の一族 
雨の日は、一回休み 

《児童書》 

ことばのおまもり 

ミッフィーはじめてのかず 1・2・3 

ファーガスど～こだ？ 

チャレンジミッケ！11 

あんしんえほん 

ちくちくとふわふわ 

ドラえもん学習シリーズ 多教科おもしろ攻略全 20巻 

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 

ねこのオーランドー毛糸のズボン 

うさぎちゃんスキーへいく 

やぁだ！ 

ぎゅ（専門家と作ったスキンシップ絵本） 

きつね山の赤い花 

佐藤 愛子 
黒川 博行 
相場 英雄 
遠藤 和 
養老 孟司 
米澤 穂信 
中山 七里 
遠藤 周作 
堂場 瞬一 
小松 亜由美 
立花 隆 
樋口 恵子 
趙 治勲 
岸本 葉子 
羽田 圭介 
恩田 陸 
佐々木 譲 
なかにし 礼 
今村 翔吾 
池田 きぬ 
諸田 玲子 
村上 祥子 
本郷 和人 
大石 久和 
宮城 孝 
半藤 一利、保阪 正康 
有栖川 有栖 
曽野 綾子 
湊 かなえ 
森村 誠一 
中山 七里 
田原 総一朗、下重 暁子 
由井 りょう子 
坂井 希久子 

 

齋藤 孝 

ディック・ブルーナ 

マイク・ボルト 

ウォルター・ウィック 

高濱 正伸 監修、林 ユミ 絵 

なないろ 絵・文 

藤子不二雄 他 

原 ゆたか 作・絵 

キャスリーン・ヘイル 

せな けいこ 

マルリョケ・ヘンリヒス 

はるな檸檬 作・絵 

安房直子 作、いもとようこ 絵 

書    名 著 者 名 

《一般書》 

破綻の戦略 

無敵の独学術 

メルケル 世界一の宰相 

老人支配国家日本の危機 

お金の日本史 近現代編 

大谷翔平奇跡の二刀流がくれたもの 

お金の不安がなくなる資産形成 1年生 

りなてぃの一週間 3500 円献立 1 

「お口のリハビリ」がよくわかる本 

すごいトシヨリ散歩 

フェイクフィクション 

夜が明ける 

 

高橋 博史 

ひろゆき 

カティ・マートン 

エマニュエル・トッド 

井沢 元彦 

小関 順二 

小林 亮平 

RINATY 

日本訪問歯科協会 監修 

池内 紀、川本 三郎 

誉田 哲也 

西 加奈子 

図書室だより 


