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田村 純也

（新潟県金融広報委員会

坂井輪図書館

退職するけど、今後の生活

第 2の人生を始めようと

そんな悩みを持っている方向

解説します。生活を一新してあらたな

ている方にお勧めです。 

 参加をご希望の方は、坂井輪図書館
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坂井輪地区公民館４階 講座室１ 

４０名 ※定員になり次第受付終了

純也 氏  

新潟県金融広報委員会 金融広報アドバイザー

坂井輪図書館窓口もしくは電話025-260

生活をするうえでお金のやりくりをどうしようか・・・

めようと考えているが、必要な資金はどれくらいだろう・・・

方向けの生活設計や賢い家計管理に役立つ情報

してあらたな人生に踏み切ろうとしている方、

坂井輪図書館へお申し込みください。
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のやりくりをどうしようか・・・

はどれくらいだろう・・・

情報をわかりやすく

もうすぐ退職を控え



2月 4日（日）に坂井輪図書館で冬

した。今年の干支、「戌」にちなんで

ＶＤを上映したほか、絵本の読み聞

 外は大雪でしたが、親子8組17

おなじみの絵本の音声と動く映像に

入っていました。 

また、大型絵本『おめん』の読み

イズ形式の内容をみんなで声を出して

１月２０日（土）に坂井輪図書館で大人

を開催しました。 

 当日は大人の部活の部員を含めた

ーム対抗源平合戦を行いました。緊迫

るとみんなが一斉に取りにいく人気の

出てこなくて、取るのに時間がかかった

 参加者からは「久しぶりにできて楽

たが、行っている最中に昔覚えた歌を

ありました。 

1月２７日（土）に坂井輪図書館で

きは夜の図書館で～」をアンコール

 今回も多くの方からお申込みいただき

たみなさんは 7 チームに分かれて

電灯を片手に、真っ暗な館内に隠

し、謎を解いていきますが、みなさん

最終キーワードを導き出し、脱出に

か１チームでした。 

「最後のしかけが図書館っぽくて、

たです。」、「夜の図書館は、なかなか

かったです。」などの感想がありました

 参加してくれたみなさんありがとうございました

冬のおやこシアターを開催しま

にちなんで、犬の出てくるおはなしのＤ

聞かせも行いました。 

17名の方がいらっしゃいました。

に小さなお子さんもじっと聞き

み聞かせでは「だあれ？」のク

して楽しみました。 

大人の部活「百人一首で遊ぼう！」

11名が二人一組に分かれて、チ

緊迫した空気の中、上の句が詠まれ

の歌もあれば、なかなか下の句が

がかかった歌もありました。 

楽しかった」、「緊張感が常にあっ

を思い出しました」などの感想が

で「脱出ゲーム～謎解

をアンコール開催しました。 

みいただき、抽選で選ばれ

かれて謎解きに挑戦。懐中

隠された問題を探し出

さん悪戦苦闘・・・ 

に成功したのは、わず

、すごくおもしろかっ

なかなか来られないのでよ

がありました。 

してくれたみなさんありがとうございました！ 



坂井輪図書館、黒埼図書館は、下記

間に変更になります。ご不便をおかけいたしますが

休館期間

坂井輪図書館 ２月 ７日（水

黒埼図書館 ２月２１日（水

※図書・雑誌は返却ポストに返すことができます

 ※蔵書点検期間中は、電話による予約

開館している図書館にお願いします

黒埼図書館では、保存期限

◆日 時  平成３０年３

平日は午前１０

◆会 場  黒埼図書館講座室

◆配布雑誌等 201５年12

◆そ の 他 冊数制限はありません

混雑時、入場制限

展示コーナー 

●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「ぱぱぱんぱんだ

 ・新刊コーナー  「幸運のおすそわけ

          「交流 ～人とつながり

・郷土資料コーナー「新潟市のシンボル

●内野図書館 

・一般展示コーナー「オリンピックの

・児童展示コーナー「スポーツの

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「新潟の本をふり

・児童展示コーナー「おくりものの

・展示ケース   「山田慶二氏絵画

下記の期間、蔵書点検のため休館します。これに

をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします

休館期間 3週間貸出期間

水）～２月１４日（水） １月２４日（水）～

水）～２月２８日（水） ２月 ８日（木）～

すことができます（AV資料、大型絵本、相互貸借資料除

予約、貸出の延長、調査相談等はお受けできません

いします。  

保存期限を過ぎた雑誌とその付録を下記のとおり

３月１日（木）～3月 11日（日） 

１０時から午後7時まで、土日は午後5時

黒埼図書館講座室

12月以前の雑誌、20１５年の雑誌付録 

はありません。 

入場制限を行う場合があります。

ぱぱぱんぱんだ」 

のおすそわけ ブッくじで「よかった」本」 

とつながり生きていく～」 他 

のシンボル」 

オリンピックの本」 

スポーツの本、冬の本」 

をふり返る」 

おくりものの本」 

山田慶二氏絵画（黒埼のお寺・神社）」 

これに伴い貸出期間が３週

いいたします。 

週間貸出期間

）～２月 ６日（火）

）～２月２０日（火）

相互貸借資料除く）。 

けできません。 

のとおり配布します。

時まで 



◆坂井輪図書館

西区寺尾上3-1-1（2･3階）   

TEL 025-260-3242

◆内野図書館 ◆

西区内野町603(西地区公民館1階)  

TEL 025-261-0032 

図書館 

坂井輪図書館 
毎週火曜日10時

第１･4土曜日10

内野図書館 毎週金曜日10時

黒埼図書館 

毎週水曜日(第１除

※20日（火）に赤

※21日、24日、

＊第１土曜日はわらべうた

西内野地区図書室 毎週土曜日（祝日

西区役所

寺尾新町東

坂井輪中

至亀貝Ｉ.C

図書館
坂井輪中学前

西大通り

至新潟大学

至
関
屋

寺尾駅

至
小
針
駅

至
新
潟
大
学
前
駅

新潟亀田内野線

Qバス・西区役所前至
内
野

至新潟市街

大堀幹線

坂井東三丁目坂井東小学校入口

西区役所前

西区役所西出張所

ＪＲ越後線

内野小

内野駅

新潟大学

内野町郵便局

至
新
潟
大
学
前
駅

至
内
野
西
が
丘
駅

新潟西商工会
至
新
潟
市
街

新潟・亀田・内野線

図書館

内野二番町至高山IC

内野四ツ角

西出張所

・

定期事業 

○坂井輪図書館   

毎月第１水曜日正午頃～第３

   ※なくなり次第終了となります

○坂井輪図書館 「読書会ぶっくもあ
  ２月１４日（水） 10時～
  テーマ図書 「流」 東山彰良

※申し込み不要です。本を

◆黒埼図書館

)  西区金巻7４６-4 

TEL 025-377-5300 

日時 

時30分～16時（1組 10分程度） ※13日

10時 30分～11時  

時 30分～12時（1組 10分程度） 

除く)・毎週土曜日10時 30分～11時   

赤ちゃん向けわらべうたの時間があります。

、28日はお休み 

はわらべうた、第3水曜日は赤ちゃん向けわらべうた

祝日は除く）14時～14時 30分  

大野小

至亀貝ＩＣ

信濃川大橋西詰

興野

総合体育館

鳥原

黒鳥

至新潟駅至新潟西ＩＣ

至巻潟東ＩＣ 至燕三条駅

北
陸
自
動
車
道

黒埼出張所

大野町

至三条

至黒埼ＩＣ

国
道
８
号
線

図書館

至木場方面

北場

○開館日 

・月～木・土：10:00～19:00 

・日・祝日：10:00～17:00 

○休館日 

・毎週金曜日・図書整理日（毎月第１水曜日）

・年末年始（12/29～1/3） 

・蔵書点検期間 

○開館日 

・火～金：10:00

・土・日：10:00

○休館日 

・毎週月曜日

・国民の祝日

火も休館。ただし

・年末年始（12/29

・蔵書点検期間

３日曜日17時 坂井輪図書館１階まちづくりセンター

となります

ぶっくもあ」 
～正午 坂井輪地区公民館 講座室３ 

東山彰良/著 
を読んでご参加ください。

※申込みはいりません。お気軽にご参加

日はお休み

）

10:00～19:00 

10:00～17:00 

・図書整理日 

（祝日が日または月の場合

ただし5/3・11/3開館）

12/29～1/3） 

蔵書点検期間

まちづくりセンター

参加ください♪

西区共通の「おはなしの

じかんスタンプカード」

があります。 

どうぞご利用ください


