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『子どもと一緒に見つける　『子どもと一緒に見つける　
草花さんぽ図鑑』草花さんぽ図鑑』

自然観察大学／監修　永岡書店自然観察大学／監修　永岡書店

『散歩が楽しくなる花の手帳』『散歩が楽しくなる花の手帳』
稲垣栄洋稲垣栄洋／監修　東京書籍／監修　東京書籍

『花と草の物語手帳』『花と草の物語手帳』
稲垣栄洋／著　大和書房稲垣栄洋／著　大和書房

どんな草花にも物語がある。道ばたどんな草花にも物語がある。道ばた
や花屋でよく見かける草花にますまや花屋でよく見かける草花にますま
す愛着がわくようなエピソードを、す愛着がわくようなエピソードを、
描きおろしのイラストとともに紹介描きおろしのイラストとともに紹介
する読む手帳本。古今東西の歴史にする読む手帳本。古今東西の歴史に
まつわる物語や、名前の由来、生きまつわる物語や、名前の由来、生き
様など、さまざまなタイプの読み物様など、さまざまなタイプの読み物
が 1 冊で楽しめます。が 1 冊で楽しめます。

近所を歩くだけで多くの花々に出会近所を歩くだけで多くの花々に出会
うのが散歩の楽しみ。身近な 100うのが散歩の楽しみ。身近な 100
種類の花の華麗なる !? 雑学を、道種類の花の華麗なる !? 雑学を、道
ばた、学校や公園、庭や玄関先、四ばた、学校や公園、庭や玄関先、四
季折々、花屋の店先、に咲く花の５季折々、花屋の店先、に咲く花の５
つに分けて写真と共に紹介。眺めるつに分けて写真と共に紹介。眺める
だけで癒されて雑学も身に付く、おだけで癒されて雑学も身に付く、お
散歩に必携のコンパクトな１冊です。散歩に必携のコンパクトな１冊です。

―  草花さんぽ  ―
ポカポカ陽気の日、色とりどりの草花を眺めながらの散歩は、春ならではの楽しみです。ポカポカ陽気の日、色とりどりの草花を眺めながらの散歩は、春ならではの楽しみです。

草花には、ひとつひとつエピソードがあり、知れば知るほど草花の見方も変わってきます。草花には、ひとつひとつエピソードがあり、知れば知るほど草花の見方も変わってきます。
今月は、草花さんぽのお供にピッタリの本を3冊紹介します。今月は、草花さんぽのお供にピッタリの本を3冊紹介します。
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～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～

 こどもの本こどもの本  一般書一般書
少年のための少年法入門少年のための少年法入門
山下敏雅（旬報社）山下敏雅（旬報社）

〈自分〉を知りたい君たちへ〈自分〉を知りたい君たちへ
養老孟司（毎日新聞出版）養老孟司（毎日新聞出版）

和ろうそくは、つなぐ和ろうそくは、つなぐ
大西暢夫（アリス館）大西暢夫（アリス館）

これからの時代を生きるあなたへこれからの時代を生きるあなたへ
上野千鶴子（主婦の友社）上野千鶴子（主婦の友社）

おばけのアッチあかちゃんはドドンおばけのアッチあかちゃんはドドン
角野栄子（ポプラ社）角野栄子（ポプラ社）

医者がすすめるクッキングリハビリ医者がすすめるクッキングリハビリ
丸田淳司（海鳥社）丸田淳司（海鳥社）

おなまえおしえておなまえおしえて
新井洋行（偕成社）新井洋行（偕成社）

タラントタラント
角田光代（中央公論新社）角田光代（中央公論新社）

くだもののずかんくだもののずかん
大森裕子（白泉社）大森裕子（白泉社）

空にピース空にピース
藤岡陽子（幻冬舎）藤岡陽子（幻冬舎）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時
【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。
公民館図書室　【開館時間】公民館図書室　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。
図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、
カウンターへ返却をお願いします。カウンターへ返却をお願いします。

～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～

～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～

      図書館休館(図書室開館)

　　　　図書室休館(図書館開館)

　　

　　　　図書館・図書室の休館日

      おはなし会
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◆◆都幾川公民館図書室木質化コーナー　都幾川公民館図書室木質化コーナー　
 5月14日㈯ 14時30分～15時30分 5月14日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 絵本「はじめてのおつかい」 絵本「はじめてのおつかい」
＊ 絵本「おたまじゃくしの101ちゃん」 絵本「おたまじゃくしの101ちゃん」
＊ 作ってあそぼう!!　お楽しみ 作ってあそぼう!!　お楽しみ

◆◆町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせな町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせなどど
エプロンさんのおはなし会エプロンさんのおはなし会（0～5歳） （0～5歳）   5月17日㈫ 10時～5月17日㈫ 10時～
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     5月21日㈯ 10時30分～ 5月21日㈯ 10時30分～
おおきい子向けおおきい子向け（5歳~小学生（5歳~小学生））    5月28日㈯ 14時～5月28日㈯ 14時～

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。

＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。

新着図
書

ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  5月11日㈬　13時30分から 5月11日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所 ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

色とりどりの「ルピナス」が、色とりどりの「ルピナス」が、
こもれび花畑で開花します！！こもれび花畑で開花します！！

4 月下旬から 5 月中旬まで、色とりどりの「ルピ4 月下旬から 5 月中旬まで、色とりどりの「ルピ
ナス」が公園庭園樹園の木々の下に広がる『こもれナス」が公園庭園樹園の木々の下に広がる『こもれ
び花畑』で鮮やかに開花します。フジの花を逆さび花畑』で鮮やかに開花します。フジの花を逆さ
にしたような花姿は必見です。この機会に大自然にしたような花姿は必見です。この機会に大自然
に囲まれた緑豊かな公園散策をお楽しみください。に囲まれた緑豊かな公園散策をお楽しみください。
日　時   9時30分～17時  9時30分～17時
入園料   大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生  大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生

以下無料 以下無料 
　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター 国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　☎57-2111　　☎57-2111

国営武蔵丘陵森林公園

5 月見頃の花　ご紹介

既卒3年以内の方及び34歳以下の若年者の方々と既卒3年以内の方及び34歳以下の若年者の方々と
求人企業の出会いの場を提供することを目的とし求人企業の出会いの場を提供することを目的とし
て、就職面接会を開催します。参加企業は50～80て、就職面接会を開催します。参加企業は50～80
社程度を予定しています。社程度を予定しています。http://jsite.mhlw.go.jp/http://jsite.mhlw.go.jp/
saitama-roudoukyoku/news_topics/event.htmlsaitama-roudoukyoku/news_topics/event.html
対　象   高校、専門学校、高等専門学校、短期大学、  高校、専門学校、高等専門学校、短期大学、

大学、大学院等を卒業後おおむね3年以内大学、大学院等を卒業後おおむね3年以内
の方および34歳以下の若年者の方および34歳以下の若年者

日　時  6月15日㈬ 6月15日㈬
会　場   ソニックシティ 地下展示場ソニックシティ 地下展示場
問  ハローワーク東松山 ☎22-0240 ハローワーク東松山 ☎22-0240

若者対象就職面接会

映画会（無料・先着80人・申込不要）
◆渋沢栄一 ～近代日本を築いた巨人～◆渋沢栄一 ～近代日本を築いた巨人～

　5月7日㈯ 14時～　5月7日㈯ 14時～
◆爆心長崎の空　5月14日㈯ 14時～◆爆心長崎の空　5月14日㈯ 14時～

戦争体験証言者ビデオ上映会（無料・先着80人・
申込不要）
◆ペリリュー島で米軍と死闘 ◆生徒と生死をとも◆ペリリュー島で米軍と死闘 ◆生徒と生死をとも
にした一夜（熊谷空襲）にした一夜（熊谷空襲）
日　時  5月28日㈯ 13時～ 5月28日㈯ 13時～

初夏の寄せ植え教室（定員各回15名・申込先着順）
爽やかな初夏の草花をアレンジした寄せ植えを楽爽やかな初夏の草花をアレンジした寄せ植えを楽
しみましょう。初めての方でも基本からお話しししみましょう。初めての方でも基本からお話しし
ますので、ぜひお気軽にご参加ください。ますので、ぜひお気軽にご参加ください。
日　時  5月29日㈰ ①10時～11時30分 5月29日㈰ ①10時～11時30分
　　　　②13時30分～15時　　　　②13時30分～15時
申込み  5月1日㈰から来館にて申込み受付 5月1日㈰から来館にて申込み受付
参加料  3,500円 3,500円

問  埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館） 埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館）
　　 　　 ☎35-4111☎35-4111
◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）
◆月曜日休館　◆入館料無料◆月曜日休館　◆入館料無料

埼玉ピースミュージアム

いつもの散歩道には、様々な種類のいつもの散歩道には、様々な種類の
草花たちが、たくましく暮らしてい草花たちが、たくましく暮らしてい
ます。大人には見慣れた草花も、子ます。大人には見慣れた草花も、子
どもから見ると新鮮。ちょっと立ちどもから見ると新鮮。ちょっと立ち
止まって観察してみると、草花には止まって観察してみると、草花には
好奇心を刺激する自然の不思議が詰好奇心を刺激する自然の不思議が詰
まっています。さぁ、草花さんぽにまっています。さぁ、草花さんぽに
出かけてみてはいかがですか。出かけてみてはいかがですか。
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