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（注）ＰＦＩとは、民間の資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設等の

設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法。 

原画展「動物画家 薮内正幸の世界」 
 

講演会に併せて3月29日（水）まで、薮内正幸氏作品の原画展を開催します。貴重な

原画パネルのほか、貸出のできる絵本も多数展示します。ぜひお立ち寄りください。 
 

時間 午前9時～午後5時（初日は午後1時から。最終日は正午まで） 

場所 中央図書館4階 多目的ルーム  

やぶうちまさゆき 

講演会「動物画家 薮内正幸の世界」  

 

 図鑑や絵本などにたくさんの挿絵を描いた薮内正幸さんの作品や
生涯について、薮内正幸美術館長でご子息の藪内竜太さんにお話
しいただきます。 
 

時   間 午後2時～4時 
場   所 ルミエール府中１階 コンベンションホール飛鳥A・B 
対   象 中学生以上 
定   員 先着120名 
申込み 3月1日(水)から中央図書館5階事務室または電話で受付  
    （午前9時から午後7時まで） 

府中市立中央図書館 
 リニューアルオープン記念イベント 

3/25 
 (土)  

3/25(土) 

～3/29(水) 

 ルミエール府中市民会館・中央図書館は、5カ月間の修繕工事や図書 

館情報システム入替等を完了し、令和5年3月1日（水）にリニューアル 

オープンしました。休館期間中、皆様には大変ご不便をおかけしました

が、おかげさまで無事にこの日を迎えることができました。 

 当施設は、昨年10月から第2期のPFI事業注を開始しており、令和19年

までの15年間、市とPFI事業者が連携して運営してまいります。 

 3月からの本格運営に向けて、中央図書館では、施設の期初修繕はもとよ

り、照明のLED化や空調設備の改善、学習室全席のモバイル機器に対応した

無線LAN(Wi-Fi)や電源の完備など、資料の閲覧・研究・学習による長時間の

滞在にも安心して心地良い空間をご利用いただけるよう整備を進めました。 

さらに、図書館情報システムやホームページを更新し、ふちゅう電子図書

館の開始により従来の図書とのハイブリット型で資料をご提供します。これ

に加え、学習室や研究室のオンライン予約の新機能を追加するなど、図書

館の情報が見やすく、そして使いやすい内容に刷新しています。 

また、リニューアルオープンを記念して、3月は中央図書館でたくさんの

イベントを開催しますので、ぜひ足をお運びください。 

イベントやサービスの概要は、別ページでご案内しています。今後も

様々な図書館サービスを展開し、皆さまの知的・文化的活動を支援してま

いります。 

図書館職員一同、皆様のご来館を心よりお待ちしています。 

『どうぶつのおかあさん』 
小森 厚 文 / 薮内 正幸 絵 
福音館書店 
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①2007年を振り返る 
 

16年前の平成19(2007)年に、ルミエール府中の開館とともに現在の中央図書館がオープンしました。その

当時を振り返り、2007年に国内外で起きた出来事に関連する本やベストセラー本を展示・貸出します。 
 

場所 中央図書館３階 特集コーナー  
 

②本の処方箋～あなたの心に効く一冊を処方します～ 
 

昨年夏に皆さんからご応募いただいた5つのテーマとサプライズテーマをもとに、心に効くおすすめの本を処方

します。書名が見えないようにラッピングして展示・貸出しますので、どんな本と出会うかは開けてからのお楽しみ！
場所 中央図書館３階 特集コーナーおよび各地区図書館   ※無くなり次第終了 

 お花見をテーマとした工作おはなし会です。

絵本の読み聞かせの後、おりがみでおにぎりを

作り、おはなしのへやに飾ります。スペシャルプロ

グラムカードのおみやげつきです。 
 

時  間 午後2時半～3時15分 

会 場 中央図書館3階 おはなしのへや 

対 象 3歳から小学生 

定 員 先着25名 

語 り 手 おはなしボランティアグループ 

   「おはなしのたね」、図書館職員 

申込み 不要。当日直接会場へ    

 赤ちゃん絵本の読み聞かせや手遊び、わら

べうたなどを行います。親子で楽しいひとときを

過ごしませんか。参加者にはわらべうたカードを

プレゼントします。 
 

時  間 午前10時半～11時 

会 場 中央図書館3階 おはなしのへや 

対  象 1・2歳児と保護者 

定  員 先着25名  

申込み 不要。当日直接会場へ   

 突然夫に先立たれた桃子さん。孤独の先で新し

い世界を見つけた、ささやかで壮大な1年の物語。 

   視覚や聴覚に障がいがある方やご高齢の方にも、

映画をお楽しみいただけるよう「音声ガイド」や「日本

語字幕」をつけたバリアフリー上映の映画会です。 

 
時 間  午後2時～4時半 

会 場  ルミエール府中2階 講習会議室 

定 員  先着22名 

申込み 3月1日(水)から中央図書館5階事務室また 

            は電話で受付(午前9時から午後10時まで) 

※障がいのある方は、氏名、電話番号、「映画会申込

み」 と記入のうえ、FAX(042-334-5370)またはメール 

 （event@library.city.fuchu.tokyo.jp）での申込みも可。  

まち歩きの後、講師と一緒に図書館資料を調べ、

ウィキペディア編集をします。 

 

時 間 午前10時～午後4時半 

場 所 午前 市内まち歩き 

    午後 ルミエール府中1階 第1・2会議室 

対 象 中学生以上の、市の歴史や事物などに 

     興味のある方、またはウィキペディア編集 

    に興味がある方 

定 員 先着20名 

講 師 海獺(らっこ)氏 

    (ウィキペディア日本語版元管理者) 

費 用 無料(交通費・昼食代自己負担) 

持ち物 筆記用具(可能な方はPC) 

申込み 2月12日（日）から表示の二次

元コードまたは中央図書館へ電

話(午前9時から午後5時まで)      

※雨天の場合、予定が変更となる可能性があります。  

 

3/18
(土) 

①消えたぶっくんのペットを探せ！ 
 

 休館中の図書館で、ぶっくんのペットがいなくなっ

ちゃった！君も一緒にヒントをたよりになぞをといて、

探してくれるかな？  
 

   ②フシギ図書館と逃げ出した本 
 

  中央図書館がフシギ図書館と繋がってしまった!? 

ともに謎を解いて逃げ出した本の捜索をしよう。 
 

時   間 ①②ともに午前9時～午後6時 

対   象 ①小学校高学年向け ②中高校生向け  

場   所 中央図書館 ①3階 児童室 ②3・4階 

参加方法 3階児童室のカウンターで問題用紙を 

      受け取り、謎を解いてください。 

なぞときイベント  

親子DEおはなし会 

工作おはなし会 

「おりがみでおにぎりを作ろう！」  

図書館映画会バリアフリー上映 

『おらおらでひとりいぐも』  

令和4年度行政提案型協働事業 

ウィキペディアタウンin府中 

 

3/12
(日) 

特集展示 

 

3/5 
(日) 

3/8(水) 

～4/3(月) 

 

3/4 
(土) 

3/1(水) 

～3/26(日) 

 3月は 

リニューアルオープン記念 

イベントが盛りだくさん！ 
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ご案内 

  3      6    月～        月  

〈おはなしの森〉 
 

日程／ 
 

○中央図書館 

①3～6月の毎週木曜日 

  (5月 4日(木)は祝日のため、おはなし会はありません) 

②3～6月の毎月第1土曜日 

 4月 1日、5月 6日、6月 3日(土)  

 

○地区図書館 

紅葉丘・宮町図書館 
  3月 8日、4月 5日、5月 10日、6月 7日(水) 

白糸台・西府・片町図書館 

  3月 8日、4月12日、5月10日、6月14日(水) 

武蔵台・新町図書館 

  3月15日、4月12日、5月10日、6月14日(水) 

是政・四谷図書館 

  3月15日、4月19日、5月17日、6月21日(水) 

押立図書館 

  3月 8日、4月19日、5月17日、6月21日(水) 

住吉・生涯学習センター図書館 

  3月22日、4月26日、5月24日、6月28日(水) 
 

時間／  午後3時半～4時 

              ※中央図書館②は午前11時～11時半 

対象／         3歳～小学生(保護者同伴可) 
 

申込み／ 不要。当日会場へお越しください。(定員制)    

 

  

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 

日程／ 
 

○中央図書館 

   3～6月の第2・4木曜日  
 

 

○地区図書館 

  地区図書館「おはなしの森」と同日 
 

時間／      午前10時半～11時 
 

対象／   1・2歳児と保護者 
 

申込み／  不要。当日会場へお越しください。(定員制) 

図書館では感染症拡大防止対策を行いながら、 

おはなし会を実施しております 

・感染症拡大防止対策のご協力をお願いいたします。 

  (マスク着用・アルコール消毒・検温等) 

・予定は変更になる場合があります。 

 図書館ホームページ等でご確認ください。 

 

■絵本だいすきおはなしキャラバン 

▽日程・会場 

○4月               4日(火) 府中市美術館 

○4月               7日(金) 男女共同参画センター「フチュール」 

○4月17日(月) 子ども家庭支援センター「たっち」 

○4月21日(金)          西府文化センター 

○4月25日(火) 小柳保育所(園庭開催のため雨天中止)                                        

○4月28日(金)  総合体育館 

▽ 時  間  午前10時半～11時 

             (小柳保育所のみ午前11時～11時半)  

▽ 対  象 1・2歳児と保護者 

▽ 定  員  各日5組 

▽ 内  容  絵本の読み聞かせと手遊び、わらべうた 

▽ 語 り 手 おはなしボランティアグループ「絵本だいすき」 

▽ 主  催  府中市子ども読書活動推進委員会 

▽ 申 込 み 事前申込制。3月21日(火・祝)から 

             中央図書館5階事務室または電話で受付 

         (午前9時から午後7時まで) 

■読書キャンペーン 

「たびたびよんで本のたび～ともだちいっぱい！～」 

▽日 程  4月14日(金)～5月14日(日) 

▽場 所  中央・各地区図書館 

▽内 容 「ともだち」に関する本の展示と貸出 

 

※期間中、「本の世界を旅するパスポート」を中央・各地区図

書館（中央図書館は午後6時まで）でお渡ししています。 

   テーマの本を１冊借りるごとに、パスポートに貼る「ともだち」

シール1枚をプレゼント！12枚シールを集めると、さらにごほう

びシールを差しあげます。   

■おはなしいっぱいの会 

▽日  時 4月23日(日) 

          午後1時半～2時半 

▽会  場 中央図書館 

▽対  象 3歳以上 

▽内  容 絵本の読み聞かせ、 

       ストーリーテリング 

          (おはなしの語り)ほか 

▽語 り手  おはなしボランティアグループ 

      「おはなしのたね」ほか 

▽申込み        不要。当日直接会場へ(先着25名)  

4月23日 

子ども読書の日   

4月23日(日)は、｢子ども読書の日｣です。 

子どもにとって読書は、感性を磨き、表現力や

創造力を豊かにするなど、生きる力を身に付け

ていくうえでとても大切なものです。 

 図書館では、子どもたちがたくさんの本と出

会い、楽しく読書ができるように、様々な施設

でキャンペーンを行います。  
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図書館ホームページの 

デザインが新しくなりました 

ふちゅう電子図書館が 

オープンしました 
 

令和5年3月1日（水）から電子図書館サー

ビスを開始しました。インターネットサービス

の利用登録のある方であれば、24時間いつで

もご利用いただけます。調べものに役立つリン

クも掲載していますので、ぜひご活用ください。 
 

貸出点数：3点まで 
 

貸出期間：14日間（予約がない場合に限り1回

まで延長可能） 
 

予約点数：3点まで 
 

予約取り置き期間：用意できた日の翌日から

10日間 
 

利用できる方：府中市に在住・在学・在勤で図

書館利用カードをお持ちの方 
 

利用開始方法：図書館ホームページから、イン

ターネットサービスの利用登録（パスワード登

録）を行ってください。  

バナーでおすすめのサービスやイベントを

お知らせします。 

 
お知らせ欄が見やすくなりました。 

 
ふちゅう電子図書館や座席申込システムを

使用するためのインターネットサービスの利

用登録（パスワード登録）はこちらから。 

すでにパスワードをお持ちの方は、同じID

（図書館利用カード番号）とパスワードをご

使用ください。  

 

府中市立図書館ホームページ 

ふちゅう電子図書館 コカモン カモン 

新しい掲示板 「図書館からのご案内」 
 

 中央図書館の入口（ルミエール府中3階エスカレーター

横）に図書館からのご案内をまとめて掲示するコーナーを

つくりました。図書館の最新情報やイベントのお知らせが

一目でわかります。また児童室やYAコーナー、書架にも

新しい掲示板をつくりました。各コーナーにあったお知

らせを掲示していますので、ご来館の際はぜひご覧くだ

さい。 

こどものページが新しくなりました 
 

タブレットからでも操作しやすい

ように、みつばちの巣をイメージ

した大きいボタンになりました。 

お知らせ欄からは、おはなし会な

どの子ども向けのお知らせを見

ることができます。 

ふちゅう電子図書館 

キャラクター 
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視聴覚コーナー 

ＣＤ・ＤＶＤの棚を 

見直しました 
 

 中央図書館4階の視聴覚コーナーでは、す

べてのＣＤ・ＤＶＤのケースと本体ディスクを

分け、見本ケースを棚に置く方式に変更しまし

た。ご利用の際は見本ケースを貸出カウン

ターへお持ちください。棚の配置も見直しまし

たので、今まで閉架書庫で保管していた資料

も視聴覚コーナーに並べることができました。

皆さんが手に取って選べる資料が増えまし

た。ぜひご利用ください。 ♪ ♫ 
ナクソス・ミュージック・ライブラリーが 

来館不要で利用できるように 

なりました 
 

 「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」は、クラシック

を中心としたインターネット音楽配信サービスです。今ま

でパスワード発行のために来館が必要でしたが、自宅の

パソコンから「ふちゅう電子図書館」にログインしてご利

用できるようになりました。お気軽にご利用ください。 
 

※インターネットサービスの利用登録が必要です。 

※スマートフォンやタブレットからは利用できません。パ

ソコンからご利用ください。 

※同時にログインできるのは５人までです。アクセスが集

中する場合は時間をおいてから再度お試しください。 

※利用後は必ずログアウトをしてからブラウザを閉じてく

ださい。 

新しい特集棚 
 

中央図書館3階のインターネット席隣に、特

集コーナーを増設しました。現在館内で実施し

ている特集展示を紹介しているほか、季節やイ

ベントにあわせた本を展示しています。新たな

本との出会いのきっかけとなれば幸いです。 

座席申込システム 

座席申込システムを開始しました  
 

令和5年3月1日（水）から中央図書館に座席申込シ

ステムを開始しました。館内にある専用の端末から学習

室やインターネット席などの利用申し込みができます。

学習室と研究室は図書館ホームページの座席WEB予

約のページからオンラインで予約することもできます。 

（７日前から１件のみ） 

※座席申込システムのご利用には 

 図書館利用カードが必要です。 

【館内の端末から申し込みができる座席】 

学習室、インターネット席、データベース席、国立国会図書館

デジタル化資料送信サービス・歴史的音源優先席、研究室 

※図書館利用カードをお持ちでない方、当日カードをお忘れ 

  の方はカウンターでの申し込みが必要です。 

※府中市に在住・在学・在勤の方のみご利用可能な座席がご 

  ざいます。 

【座席WEB予約のページからオンラインで申込みができる

座席】 

学習室、研究室 

※WEB予約システムは府中市に在住・在学・在勤で図書館 

   利用カードをお持ちの方のみご利用いただけます。 

利用開始方法：図書館ホームページから、インターネットサー

ビスの利用登録（パスワード登録）を行ってください。                     

国立国会図書館の 

「歴史的音源（れきおん）」を 

聴けるようになりました 
 

国立国会図書館の「歴史的音源」は、1900

年初頭から1950年頃までの国産レコード等

に記録された音楽・演説等をデジタル化した

音源を視聴できるサービスです。中央図書館

４階のインターネット席のうち指定の端末（2

台）で、どなたでもご利用いただけます。ぜひ

ご視聴ください。 
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府中市立中央図書館 
〒183-0055 府中市府中町2-24 
TEL 042-362-8647 
ホームページアドレス  
https://library.city.fuchu.tokyo.jp 

お
問
合
せ 

 

 

 
 

館名 

2 

 

 

 

日程 
 

 

宮町 

 

 

 

6月12日(月)～14日(水) 
 

 

 

生涯学習 

センター 

 

 

 

 

6月21日(水)～23日(金) 

月    5 
月     6 

月    4 

『こども府中はかせ』 

最新号「府中の農業」を 

3月下旬に発行します 

 館内の検索機(OPAC)のご案内です。検索機は資料探しに欠かせませ

ん。触ったことのない方でも大丈夫！マンツーマンで入力のコツな

ど、質問内容に合わせて15分程度のご案内をいたします。 

 毎週水曜と最終週の日曜、午後2時～3時半の間に3階の総合カウン

ターへお申し出ください。 

 検索レスキューのお知らせ 

★の催しは申込み制です 

月    3 

■休館のお知らせ 

    子ども向けに、府中についてわかりやすく説

明した冊子『こども府中はかせ』を毎年作成し

ています。3月下旬に最新号「府中の農業」を

発行します。バックナンバーは、図書館ホーム

ページの「こどものページ」から

ご覧いただけます。二次元コー

ドで読み取って、『こども府中

はかせ』をお楽しみください。  

  

23日(日)         図書館ガイドツアー★ 

20日(土)         本の病院★ 

18日(日)         図書館ガイドツアー★ 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

 
  図書館ホームページから未所蔵資料のリク

エストができるようになりました。詳細は図

書館ホームページの「リクエスト（予約・取り寄

せ）」の「府中市立図書館に所蔵していない資

料へのリクエスト」をご参照ください。 

リクエストサービスについて 

 

 
      1日(水)  ～   3月26日(日) 
       特集展示 
       ①「2007年を振り返る」 
         ②「本の処方箋 
        ～あなたの心に効く一冊を処方します～」 
 

         4日(土)   工作おはなし会 
      「おりがみでおにぎりを作ろう！」 
 

    5日(日)     親子DEおはなし会 
 

    8日(水) ～    4月3日(月) 
        なぞときイベント 
      ①「消えたぶっくんのペットを探せ！」 
      ②「フシギ図書館と逃げ出した本」 

 

12日(日)         図書館映画会バリアフリー上映 
                  「おらおらでひとりいぐも」★ 

 

18日(土)          ウィキペディアタウン   in   府中★ 

 

25日(土)          講演会 
      「動物画家 薮内正幸の世界」★ 

 

25日(土) ～    3月29日(水) 
       原画展 
      「動物画家 薮内正幸の世界」 

   中央図書館をご案内する「図書館ガイド

ツアー」を定期的に開催しています。地下

の自動化書庫なども見学できます。ぜひ

ご参加ください。また、夏休みは小学生を

対象にしたガイドツアー「図書館探検隊」

や、図書館のお仕事を体験する「図書館員

体験ツアー」も開催しています。 

図書館ツアーのご案内 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

▽施設開館準備のため、次の日程で休館します。 
 
 

館名 
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日程 
 

生涯学習 

センター 

 

 

 

 

4月1日(土) 


