
情報のページ情報のページ

『図解と写真でわかる教養が身『図解と写真でわかる教養が身
につく！日本の鉄道150年史』につく！日本の鉄道150年史』

辻芳樹／著　徳間書店辻芳樹／著　徳間書店

『鉄道路線を　『鉄道路線を　
くらべて楽しむ地図帳』くらべて楽しむ地図帳』

寺本光輝寺本光輝／編著／編著
山川出版社山川出版社

『東京の名駅舎』『東京の名駅舎』
大内田史郎／著　傍島利浩／写真大内田史郎／著　傍島利浩／写真

草思社草思社

普段は通過点として見過ごされてし普段は通過点として見過ごされてし
まいがちな駅舎ですが、駅舎建築のまいがちな駅舎ですが、駅舎建築の
デザインには、様々な意図や思いがデザインには、様々な意図や思いが
込められています。関東圏の鉄道の込められています。関東圏の鉄道の
中から、歴史のある駅舎、外観のデ中から、歴史のある駅舎、外観のデ
ザインや内部の空間構成などに特徴ザインや内部の空間構成などに特徴
が見られる駅舎約 70 を厳選。建築が見られる駅舎約 70 を厳選。建築
的な視点から解説する 1 冊です。的な視点から解説する 1 冊です。

2022 年 10 月14 日、新橋～横浜間2022 年 10 月14 日、新橋～横浜間
で開業した日本の鉄道は、150 年とで開業した日本の鉄道は、150 年と
いう節目を迎えました。３時点（1968いう節目を迎えました。３時点（1968
年、1987 年、2022 年）の学校用年、1987 年、2022 年）の学校用
地図帳をくらべて、明治の鉄道開業地図帳をくらべて、明治の鉄道開業
から現在の JR 全盛期までの、国鉄・から現在の JR 全盛期までの、国鉄・
JR の鉄道路線を中心とした変遷をJR の鉄道路線を中心とした変遷を
解説や写真とともに楽しむ 1 冊です。解説や写真とともに楽しむ 1 冊です。

― 鉄道開業150周年  ―
2022年は、日本に鉄道が開業して150年目の記念すべき年です。単なる移動手段にとどまらず、2022年は、日本に鉄道が開業して150年目の記念すべき年です。単なる移動手段にとどまらず、

人の夢や希望を乗せて走り続ける鉄道。人生の出会いや別れの舞台でもある駅舎や鉄道路線の変遷などを通して、人の夢や希望を乗せて走り続ける鉄道。人生の出会いや別れの舞台でもある駅舎や鉄道路線の変遷などを通して、
鉄道開業150周年の歴史を感じてみてください。鉄道開業150周年の歴史を感じてみてください。
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町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～水曜日・木曜日９時～ 1818 時時
【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
 11月12日㈯ 14時30分～15時30分 11月12日㈯ 14時30分～15時30分

＊  絵本「うごきません。」絵本「うごきません。」
＊ 大型絵本「わにわにのおふろ」 大型絵本「わにわにのおふろ」
＊ 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歳～） （0歳～）   11月15日㈫ 10時～11月15日㈫ 10時～
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     11月19日㈯ 10時30分～ 11月19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））    11月26日㈯ 14時～11月26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。

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  11月9日㈬　13時30分から 11月9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 ☎☎  6666--02200220

シルバー人材センター会員募集

2022 年は「鉄道開業 150 年」。鉄2022 年は「鉄道開業 150 年」。鉄
道開業から戦前の国鉄黄金時代、戦道開業から戦前の国鉄黄金時代、戦
後復興の立役者としての鉄道、そし後復興の立役者としての鉄道、そし
てブルートレインと特急こだま号、てブルートレインと特急こだま号、
新幹線の登場、国鉄民営化と現代の新幹線の登場、国鉄民営化と現代の
鉄道の一つのかたちなどを年代を鉄道の一つのかたちなどを年代を
追って、写真や図表を交えて解説す追って、写真や図表を交えて解説す
る 1 冊です。る 1 冊です。

県民の日イベント
大東文化大学吹奏楽団による平和音楽祭や紙芝居大東文化大学吹奏楽団による平和音楽祭や紙芝居
読み聞かせ会、昔遊び体験などを開催します。読み聞かせ会、昔遊び体験などを開催します。
日　時  11月13日㈰・14日㈪ 11月13日㈰・14日㈪

クイズラリー（無料）
期　間  11月12日㈯～27日㈰ 終日 11月12日㈯～27日㈰ 終日

灯りのクラフト教室（定員20人・事前申込要）
日　時  11月23日 11月23日（水・祝）（水・祝）  ※事前予約10月15日～  ※事前予約10月15日～
　　　　詳細はHPをご覧ください。　　　　詳細はHPをご覧ください。

映画会（無料・先着160人・申込不要）
◆雨に唄えば　11月12日㈯ 14時～◆雨に唄えば　11月12日㈯ 14時～
◆哀愁　11月19日㈯ 14時～◆哀愁　11月19日㈯ 14時～

戦争体験者証言ビデオ上映会（無料・先着160人・
申込不要）
◆戦没者の妻の悲しみと苦難◆戦没者の妻の悲しみと苦難
◆満州日本人学校教師のソ連参戦と逃避行◆満州日本人学校教師のソ連参戦と逃避行
日　時  11月26日㈯ 13時～ 11月26日㈯ 13時～

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）
　　 　　 ☎☎  3535--41114111
◆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

◆ 自衛官候補生採用試験
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   年間を通じて行っています年間を通じて行っています

◆ 陸上自衛隊高等工科学校（推薦・一般）
対　象  中卒（見込含）17歳未満の男子 中卒（見込含）17歳未満の男子
締　切   【推薦】12月2日㈮ 【推薦】12月2日㈮ 【一般】1月6日㈮【一般】1月6日㈮
試験日 【 一般1次】1月14日㈯・15日日㈯いずれ【 一般1次】1月14日㈯・15日日㈯いずれ

か1日 か1日 【一般2次】1月28日㈯～29日㈰【一般2次】1月28日㈯～29日㈰
いずれか1日いずれか1日

合格発表   【推薦】1月13日㈮ 【推薦】1月13日㈮ 【一般1次】1月20日㈮【一般1次】1月20日㈮
【一般最終】2月9日【一般最終】2月9日㈭㈭

※ 受付期間・試験期日は変更になる場合があります※ 受付期間・試験期日は変更になる場合があります
ので、詳細はお問い合わせくださいので、詳細はお問い合わせください。。

問   自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所  自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　　（担当）満木 　　（担当）満木 ☎☎  048048--522522--48554855

自衛官募集案内

比企広域電子図書館

比企ｅライブラリ
  電子図書館には、通常の電子書籍（リフロー／フィックス）の他にも音  電子図書館には、通常の電子書籍（リフロー／フィックス）の他にも音
と動画で楽しむリッチコンテンツもあります。是非、ご利用ください。と動画で楽しむリッチコンテンツもあります。是非、ご利用ください。
  リッチコンテンツ～音と動画で楽しむ～　

　　 ◆どうぞのいす（うごくえほんチルビー）香山美子／作  香山美子／作  ◆ 999 ひきのきょう
だい（うごくえほんチルビー）木村研／文  木村研／文  ◆はたらくくるま　通常版親子で読
める小辞典 村島純／文  村島純／文 ◆うたおうなっとうね～ばねば 森のえほん館編集部／作 森のえほん館編集部／作 
◆てぶくろをかいに 新美南吉／原作　新美南吉／原作　ほか

  ときがわ町に在住の方の利用登録　ときがわ町立図書館または都幾川公ときがわ町立図書館または都幾川公
民館図書室でお申込みください。※図書館利用カード、住所確認ができ民館図書室でお申込みください。※図書館利用カード、住所確認ができ
る証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）をお持ちください。る証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）をお持ちください。

電子図
書館

ご案内

S マークは、厚生労働大臣認可の標S マークは、厚生労働大臣認可の標
準約款制度に従って営業しているお準約款制度に従って営業しているお
店です。このＳマークを店頭に表示店です。このＳマークを店頭に表示
している店なら安心、安全、衛生がしている店なら安心、安全、衛生が
保証され、皆さまの信頼できるお店保証され、皆さまの信頼できるお店

選びの大きな目安となります。また、万一の場合、選びの大きな目安となります。また、万一の場合、
事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。
問  （公財）埼玉県生活衛生営業指導センター （公財）埼玉県生活衛生営業指導センター

　 　☎048　 　☎048--863863--18731873

理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、
一般飲食店のお店選びは、厚生労働大臣認可の

Ｓマーク登録店で！

イチョウやカエデ等が紅葉し、秋の散策におすす

めです。夜間開園も開催予定

園内の木々が紅葉し、秋の散策をより一層楽しめ園内の木々が紅葉し、秋の散策をより一層楽しめ
る時季になりました。イチョウの見頃は 11 月上旬、る時季になりました。イチョウの見頃は 11 月上旬、
おすすめは紅黄葉樹園。カエデの見頃は 11 月中旬おすすめは紅黄葉樹園。カエデの見頃は 11 月中旬
～下旬、おすすめはカエデ園です。夜間開園『紅～下旬、おすすめはカエデ園です。夜間開園『紅
葉見ナイト』を開催します。色づくカエデ類のラ葉見ナイト』を開催します。色づくカエデ類のラ
イトアップや、光と音の演出をお楽しみください。イトアップや、光と音の演出をお楽しみください。
昨年は平日のみ開催でしたが、今年は土日祝も開昨年は平日のみ開催でしたが、今年は土日祝も開
催予定。詳細は公園 HP をご覧ください。催予定。詳細は公園 HP をご覧ください。
開催日時     11月12日㈯～27日㈰  16時30分～20時11月12日㈯～27日㈰  16時30分～20時

30分（最終入園20時）※雨天中止30分（最終入園20時）※雨天中止
入園料   高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、  高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、

中学生以下無料　※駐車料金別途（普通中学生以下無料　※駐車料金別途（普通
車 650 円／夜間 300 円）※夜間は森林車 650 円／夜間 300 円）※夜間は森林
公園駅から中央口行きシャトルバスあり公園駅から中央口行きシャトルバスあり

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
　　　　☎☎  5757--21112111

国営武蔵丘陵森林公園

紅葉、夜間開園　ご案内

2425


