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感染防止対策のうえ「絵本・こどもフェスタ」を開催しました

歌あり手遊びありの絵本ライブには
「楽しかった」
「あっという間の３０
分でした」という声をいただきました

フェイスシールドを
つけての読み聞かせ

家族ごとのマットで他の参加者
との距離を確保しました

11 月 7 日（土）に絵本・こどもフェスタ２０２０
として「聞かせ屋。けいたろう絵本ライブ＆セミナ
ー」を開催しました。
新型コロナウイルス流行以降、初めての大規模な子
ども向けイベントのため、入場時に検温・消毒をお願
いすることで感染リスクを軽減しました。ご参加いた
だいた延べ９９人の皆さまからは、安心してお楽しみ
いただけたようです。
今後開催を予定しているソフィアセンターでのイベ
ントもしっかり感染防止対策をしたうえで、皆さまから 安
心・安全にご参加いただけるよう心がけていきます。

年末年始の休館のお知らせ
年末年始は１２月３０日（水）〜１月３日（日）まで休館します
●返却期限日が休館日にあたる場合は、貸出期限が延⻑されます。貸出伝票をご覧ください。
●休館中に本や雑誌、ＣＤ・ＤＶＤを返却される方は、正面玄関の返却ポストをご利⽤ください。

１２月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
２０日（日）
１２/３０（水）～１/３（日）
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人形劇「オズの魔法使い」を上演します
毎年６月に行っていた「絵本・こどもフェスタ」の劇を１月に上演いたします。今年度は長年
愛されてきた児童文学を原作とした人形劇「オズの魔法使い」です。
竜巻に巻き込まれ、愛犬と一緒に不思議の国に飛ばされてしまった少女ドロシーと、個性豊か
な仲間たちの冒険をご家族でお楽しみください。

▼開催日時 １月１１日（月・祝）１３：３０～１５：００
（１３：００開場）
▼会

場

柏崎市立図書館

2 階展示ホール

▼参 加 費

一人５００円（当日払い）

▼定

４０組１５０人程度（先着順）

員

▼申込方法 １月６日（水）までに柏崎市立図書館に、直接または
電話（２２－２９２８）でお申し込みください。
▼そ の 他

３歳以上が対象の劇です。（託児はありません）

今月も「雑誌リサイクル市」を開催します
１１月に続き「雑誌リサイクル市」を開催いたします。保存期限を過ぎた雑誌を希望する方に
無料で配布する毎年人気の催しですが、今年度はコロナウイルス感染対策のため、事前申し込み
制で各回の人数を限定しての開催となっています。今年度の雑誌リサイクル市最終回となる次回
は、２月に開催の予定です。

▼開 催 日

１２月１３日（日）

▼時

第１回目９：４０～１０：００

第２回目１０：１５～１０：３５

第３回目１０：５０～１１：１０

第４回目１１：２５～１１：４５

▼会

間

場

２階

展示ホール

▼対象雑誌 保存期限を過ぎた雑誌３１種類約４００冊（２０１７年１月～
１２月頃に発行された雑誌のうち趣味・児童向け誌など）
▼定

員

各回３０人（申込順。1 人１回限り３冊まで）

▼参加方法 前日までに総合カウンターまたは電話（２２－２９２８）
でソフィアセンターへお申し込みください
▼そ の 他

雑誌を持ち帰る袋等は各自ご用意ください

おすすめ図書館資料・新着資料
サンタさんは、クリスマス以外の日は何をして
いるの？ そんな疑問を持ちませんか？
この本はサンタさんたちの１年の過ごし方を
教えてくれます 。世界の子どもたちからのお手
紙を読む、プレゼントを作る。他にも、トナカイ
の入学式、サンタさんの体力測定、そして夏休み
「あのね、サンタの国ではね…」
黒井健／絵 松本智年・一色恭子／原案
嘉納純子／文 偕成社
絵本（Ｅ９ クロ）

だってあるのです。さあ、１２月です。そろそろ
サンタさんたちの準備ができた頃でしょうか。
サンタさんの秘密がわかる絵本です。

紛争や自然災害の被害者、貧困などさまざま
な理由で保健医療サービスを受けられない人々
などを医療や人道援助活動を行う国際的なＮＧ
Ｏ組織が「国境なき医師団」です。
その「国境なき医師団」で助産師として６カ
国、合計８回の難民救助活動に参加してきた著
「国境なき助産師が行く」
小島毬奈／著 筑摩書房
児童・ティーンズ（３２９ コ）

者が、レバノンの難民キャンプでの活動や、地
中海難民を救う経験などを綴ります。

「篆刻鑑賞と分析のコツ」
川内伯豐／著 メイツユニバ
ーサルコンテンツ
一般（７３９ カ）

「宮本、独歩」
宮本浩次／唄 ユニバーサル
ミュージック
CＤ（２９０ ミヤ）

「超高速！参勤交代」
本木克英／監督 松竹
ＤＶＤ（７７８．１ チヨ）

書と彫刻が融合した伝統芸

エレファントカシマシの宮本

勤交代を題材とした歴史エン

術である篆刻。始まりである

浩次ソロデビュー作。行き場

ターテインメント映画です。

古代中国から現代日本までの

の無い思いを怒鳴り散らして

佐々木蔵之介演じる弱小藩

歴史をたどりながら、その味

いた彼が、美しい旋律で世間

の藩主は江戸幕府から無理難

わいと趣を紹介します。

に受け入れられた後に独り立

題を吹っ掛けられます。仲間

つ境地がこのアルバムです。

たちと力を合わせ、無事に参

小さな四角の中に文字を配

この作品は、江戸時代の参

し、様々な意匠を凝らすこと

椎名林檎らとのコラボ曲や

から「方寸の美」とも称され

高橋一生へ提供した曲のセル

る篆刻の様々な技法や特徴、

フカバーなど、多彩な曲を収

歴史や思想の知っておきたい

録。日本の歌謡曲や古典文学、

広い世代の方にお楽しみいた

ポイントを解説。鑑賞と制作

ロックンロールを愛する彼の

だける作品なので、皆様どう

に役立ちます。

世界を堪能できます。

ぞご覧ください。

勤交代を果たすことができる
でしょうか！？
コミカルで分かりやすく幅
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かいせ
行事予定

※コロナウイルス感染拡大防止のため延期または中止になる場合があります。
また、入場を制限することがあります。

開催日
～１２/２（水）

行 事 名
柏崎市・刈羽郡
小・中学生美術展

時

間

９：３０～１９：００
※１２/２は～１５：００

１２/４（金）
障害者芸術作品展「か ９：３０～１９：００
～１２/１０（木） しわざきギャラリー」 ※１２/５・６は～１７：００

内容など
絵画や工作、工芸な
ど、図工・美術で制作
した作品を展示
障害がある方が作成
した絵画・書道・写
真・工芸作品を展示

場

所

２階展示
ホール
２階展示
ホール

１２/６（日）

『ごんぎつね』を朗
１０：００～１２：００ ワークショップ＆朗
読会【 要 申 し 込 み 】
読しよう

２階多目
的ホール

１２/１２（土）

ク リ ス マ ス キ ッ ズ １０：３０～１１：４０ 子ども向け上映会
１３：３０～１４：４０
シアター

２階多目
的ホール

１２/１３（日）

雑誌リサイクル市

９：４０～１１：４５

保存期限を過ぎた雑
誌を希望者に無料配
布【要申し込み】

２階展示
ホール

１２/１９（土）

土曜日は絵本の時
間。

１０：３０～１２：００ 絵本を使った大人の
癒しの時間【要申し込み】

２階会議
室

１２/１９（土）

図書館後援会連続
ミニ講演

１４：００～１５：３０ 父のうちあけ話」の最

１２/１９（土）

絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０ 絵本の読み聞かせ

１２/２６（土）

土曜日の映画上映
会

１回目
２回目

連続講座「呑んべぃ親 ２階多目
的ホール
終回【 要 申 し 込 み 】

１０：００～
１３：３０～

１階絵本
のへや

邦画「えちてつ物語」 ２階多目
上映
的ホール

催し物のご案内、多目的ホール上映会の番組表はホームページ（https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/）
で見ることができます。
展示ホール･会議室のご利用については、ソフィアセンターまでお問い合わせください。

おはなし会の日

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー

職員・ボランティアによる紙芝居や絵本の読
み聞かせです。

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ
カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ
ベントなどの情報をお伝えしています。

１２/２ （水） １２/１６ （水）
１０：３０～
１２/１８（金）
１５：３０～
冬季はインフルエンザが流行する時期で

１２/２ 「追悼２０２０」
１２/９ 「オズの魔法使い」
１２/１６「紙の記念日」
１２/２３「毛糸で温まろう！」

もあります。新型コロナウイルス感染防止
と併せ、来館の際は３密を避け、マスクの

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

着用・手指の消毒をお願いします。

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長

また、館内サービスの利用人数を制限し
ています。ご理解とご協力をお願いします。

ができます
携帯電話用

発 行 日 令和２年（2020 年）１２月１日
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※予約・延長にはパスワードが必要です
忘れた方はソフィアセンターへお問合せください

