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音声資料だけでなく、

まで）終了後、順番に借りていただけます。

図書館にあるほぼすべての資料を郵送で

★来館（館内の検索機※からも予約可能）

★FAX※

ま

『醴が池』
〒524－0022
古くは醴泉（れいせん）と称され、近江國益須郡（やすのこおり）都賀山（つがやま）に湧く。(『日本書紀』)その
滋賀県守山市守山五丁目３番 17 号
後、甘香池と称される。(『近江輿地志略』)市立図書館が守山の「文化の甘美な泉」となるよう館報の名前とした。 http:// moriyama-city-lib.jp

予約していただいた方から、閲覧期間（次号発売

★電話※

あ
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題字：宮本 和宏市長 ＦＡＸ

貸出することができます。もちろん無料です。

WEB 予約が

（※ 図書館にない資料は要相談）

パスワード登録

対象：市内在住の、図書館への来館が困難な方

はじめての方は、
から ⇒⇒⇒

やま

もと

ただ

よし

（視覚障害・重度身体障害・要介護３以上 等）

★WEB（図書館ホームページ）※

よう こ

図書館で登録が済んだ最新号の予約ができます。

※

休館日等の理由から発売日より

利用には登録が必要となります。

（写真右）

まずはお気軽にお電話などで
お問い合わせください。

遅れる場合もありますので、

583-1639

お急ぎの方は来館のうえ、
カウンターにてご予約ください。

じん

なおんど

滋賀大学教育学部教授 神 直人先生を講師にお招きし、
「無限」について数学的な立場から教えていただきました。

「守山市まちづくり推進計画（守山市ブルー計画）」

（1）

の冊子または全文を探しています。

（昭和55年策定）

（2）令和２年度までに発行された守山市の発掘調査報告書を探しています。
特に、次の調査報告書を探しています。

「守山市文化財調査報告書」

「下長遺跡発掘調査報告書」
発掘調査報告書や市の計画書については、
図書館で大切に永年保管し、何十年後の
守山市民にも見て頂けるようにします。

館や、貸館の休止、座席数の縮小、行事の中止など、市民の
皆さまには大変ご不便をおかけする中、ご理解とご協力をた
まわり、心よりお礼申し上げます。

これらの古いものを
お持ちの方で、
ご寄贈いただける場合は
ぜひともお申出ください。

『ちいさいサンパン』
、
『のろ
まなローラー』
、
『しょうぼう
じどうしゃじぷた』…
今も根強い人気があります。

そのような中、10 月から感染症対策を行いながら、本と人
を結ぶ様々な活動を少しずつ再開させてまいりました。
11 月 15 日に新たな試みとして開催いたしました数学講座
は、今までにない理数系の専門講座として大変ご好評をいた

「守山市文化財調査報告書 国庫補助対象遺跡発掘調査報告書」
「伊勢遺跡確認調査報告書 」

昨年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、臨時休

だきました。また 12 月５日から 18 日にかけて、乗り物絵本
の第一人者として、子どもたちに愛される作品を多数残され
た山本忠敬さんの原画展を開催し、延べ1,000人を超える方に
ご覧いただくことができました。
今回の醴が池では、この他、図書館の定例行事等を中心に
ご報告いたします。
今後も、新型コロナウィルス感染症の一日も早い終息を願

開館日・開館時間
本の森
開館時間：午前 10 時から午後７時
（土曜日は 午前 10 時から午後８時）

休館日：
月曜（祝日は開館）・祝日の翌日
館内整理日・年末年始

木もれび広場・つながる森

うとともに、本との出会いを楽しんでいただける図書館とな

開館時間：午前９時から午後９時

るよう職員一同努めてまいります。

休 館 日：年末年始

８月から開催しています！

おはなし会を

先着 35 席。おひざにだっこも OK

再開しています！

日程：ちらしをご覧ください。

当日先着順です。

初回は「カサブランカ」を上映。

席数に限りがあります。

開館２周年を記念してスタート。

おひざにだっこも

現在、280 タイトル以上の

毎週 水 曜日 午後３時から もちろん OK！

令和３年度も奇数月に開催します！

雑誌を所蔵しています。

毎月１回、日曜日午前 11 時から 30 分間。

バックナンバーは貸出可、
最新号は館内で閲覧して
いただけます。
やみなべ

吹き抜けの気持ち良い雑誌

本の闇鍋
クイズ考案から
当日の運営まで、
中高生サポーター

毎月第３木曜日 午後 1 時 30 分から
図書館の本の修理のお手伝いをして

いただいています。
（感染対策のため、参加は登録制）

クイズラリー

が主催！

です。どなたでも参加できます。
（写真は年 1 回開催の朗読ボランティア
グループじゃらんによる群読の様子）

〈クイズラリー〉

気ぶりでした。素敵な出会いはありましたか？

雑誌を一年間分購入していただくと、その雑誌の最
市民の集まる図書館で、情報発信や企業ＰＲを図っ
ていただけます。
対象：市内の企業・団体および市民のみなさま

袋の中身は借りてからのお楽しみ。２日でなくなる人

ご協力

図書館の雑誌に広告を掲載しませんか？
新号のカバーに広告を掲載することができます。

館内に本に関するクイズを散りばめ、謎解きに挑戦！
〈本の闇鍋〉

館内で作品を募集。

癒しのひとときをどうぞ。

心地よい朗読を耳から楽しむ会

たくさんのご参加ありがとうございました！
iPad を使って

架でお気に入りの雑誌と

毎月第４土曜日 午後２時から

図書館では団体・個
人あわせて 100 を

ありがとう

超える

ございました！

活動日時：毎月１回 日曜日午後 1 時から

“図書館サポート隊”

対象：守山市在住、または守山の学校に

の皆様が、様々な活

通学している中高生

作品テーマ：オータムウィンター

図書館からのおねがい

感染対策にご協力ください

盛り上げてくださ
っています。
感染症対策を講じ

ア リ ス

Alice



マスク等の着用

図書館の入口で、
マスクの確認と
体温測定中！



こまめな手指の消毒

トキドキ 見間違イ
アリ ゴメンネ…



ソーシャルディスタンス

つつ、徐々に活動を

毎月第２・４金曜日
午後１時 30 分から午後４時 30 分まで
＊相談は１人１時間までです
＊無料 ＊前日までに要予約
滋賀県民共済生活協同組合さまより

※ 体調が優れないときは来館をご遠慮ください

動で図書館を支え・

ハロウィンには合言葉

絵本や児童書など約 400 冊をご寄贈

「トリック オア ブック」

いただきました。今年はいただいた絵

で+１チケットをプレゼント！

本でとくべつおはなし会も開催！

クリスマスにはツリーも登場。

ぴかぴかの新しい本は子どもたちに
大人気です。

再開しています。
登録も随時受付中。

活動内容
① 講座・講習会・演奏会などの主催
② 本の修理（おなおし隊）
③ 図書館利用に障害がある方へのサービス
④ 図書館主催行事等の補助
⑤ 環境美化
⑥ 本の清掃等
⑦ おはなしボランティア
⑧ としょかんかざり隊！
⑨ 中高生サポーター

ところで・・・

このうさぎは だあれ？
児童室だより「ほたるぶくろ」に登場している
うさぎです！どこにいるか思い出せるかな？
図書館では毎月
「ほたるぶくろ」と
大人向けの
「本の森だより」を
発行しています。

