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ルミエール府中全体の修繕工事及び図書館システムの入替等

を行うため、図書館は次のとおり休館します。ご不便をおか

けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 図書館 
だより 

第      号 62 

図書館 
だより 
図書館 
だより 

府中市 

令和4年6月30日号 

発行 府中市立図書館 

  【休館期間】  

  

  中央図書館（５階学習室を含む） 
 

 令和4年10月1日（土）～令和5年2月28日（火） 
 

  ※ブックポストも使用できません。 
   

  全館（地区図書館を含む） 
 

 令和5年2月1日（水）～2月28日（火） 

長期休館中の 
図書館サービスのお知らせ 

【開設期間】 
 

  令和4年10月5日（水）～令和5年1月31日（火） 
 

   ※中央文化センターの休館日を除く 
 

▽開設時間   
  

 午前9時～午後5時 

 ※視聴覚資料と相互貸借資料の返却は 

      窓口での受付のため午後5時まで 

 ※ブックポスト（４階ロビー内）の利用時間は 

      午前9時～午後8時45分 
 

▽場所          

   中央文化センター（４階ロビー） 
 

▽サービス内容 
 

  ・利用登録・更新・変更  
 

  ・予約資料の貸出 
 

  ・返却 
 

  ・資料のリクエスト受付 （配架場所が自動書庫となっている資料及び全ての視聴覚資料を除く） 
 

  ・ナクソス・ミュージック・ライブラリーの利用申請受付ほか 
 
 

   ※閲覧スペースや複写機はありません  
 

   ※予約資料について、図書館ホームページ等の予約一覧画面の割当日が当日の時は、臨時窓口

へ配送中の場合があります。受取りの際は、割当日の翌日以降にご来館いただきますようお願

いします。返却の資料についても処理が完了するまで時間がかかります。 

サービスの 

詳細は 

次ページへ 

※全館休館期間中は、すべてのサービスを休止します。 

※市政情報センターでの図書取次も休止します。 

※図書館ホームページもシステム更新のため停止します。 

【交通】 
 

京王線「府中駅」より徒歩５分 

京王線「府中駅」よりちゅうバス「多磨町ルート」 

乗車、「中央文化センター」下車、徒歩１分 

中央図書館臨時窓口（図書取次・利用登録）の開設 
予約した資料の取次業務を中心とした臨時窓口を開設します。 
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図書の予約・リクエストサービス 
 

▽リクエストの申込方法 

 ・リクエストカード（臨時窓口、地区図書館窓口で受付可） 

 ・インターネット予約 
 

 ・電話予約（全館で受付可） 
 

▽中央図書館資料の利用方法 
 

 ・必ず予約をして、臨時窓口や地区図書館を受取窓 

  口に指定してください。 
 

 ・帯出区分が「帯出可」の資料の予約が可能です。 
 

 ・自動書庫のメンテナンスを行うため、配架場所が「自

動書庫」の資料は利用できません。 
 

※自動書庫の資料の利用を希望される場合、他自治体

図書館から取り寄せして提供しますが大変時間がかか

ります。窓口またはお電話でリクエストしてください。 
 

 ・視聴覚資料は整理作業のため 

   利用できません。 
 

 ・中央図書館の資料は予約の 

みの対応となるため、相互利 

用の方は利用できません。 

ハンディキャップサービス 
 

 新たにサービスの利用を希望する場合は、長期休 

館中でも事前に中央図書館にご連絡ください。 
 

▽対面朗読 
 

 教育センター（府中町1-32）2階・カンファレンス 

 ルームで実施します。 

 ※１か月前の事前申込必要 
 

▽デイジー図書・点字図書の郵送 
 

 通常どおり実施します。 
 

▽宅配サービス 
 

 通常どおり実施します 
 （中央図書館資料は「自動書庫」の資料と 

  全ての視聴覚資料を除く）。 

視聴覚資料 
 

 長期休館中に資料の装備変更や配架場所の調整を行

うため、資料の利用（予約・貸出・視聴）を休止します。 
 

▽予約・貸出・視聴を休止する期間 
 

  令和4年10月1日（土）～令和5年2月28日（火） 

 

▽令和4年9月30日（金）までにご予約済の資料 
 

  10月1日（土）以降にご用意となった場合も貸出でき 

  ます 
 

※受取窓口が「中央図書館」の資料は、「臨時窓口」でのご

用意となります。受取館変更の手続きを行うと、地区図書

館窓口で受け取ることもできます。 
 

▽返却 
 

  臨時窓口や地区図書館で受付します。 

  令和5年2月の全館休館中は返却できません。 
 

  ※全館休館期間中は地区図書館のブックポ

スト以外のサービスは全て休止となりま

す。視聴覚資料のブックポストへの投函は

破損の恐れがあるのでできません。 

令和4年10月～令和5年1月の主なサービス 

児童サービス 
 

 臨時窓口で大型絵本・大型紙芝居・紙芝居舞台

はお取扱できません。ご希望の方は、お近くの地区

図書館をご利用ください。 
 

 中央図書館でのおはなし会は日程等を変更し、別

会場で実施します。詳細は図書館ホームページや、

「おはなし会の日程表」等でお知らせします。 

 

団体貸出 
 

 地区図書館では、通常どおり貸出・返却できます。 

 市内全体で貸出可能の図書が2冊以上ある場

合は、予約のうえ臨時窓口や地区図書館に取寄せ

ができます。 

（中央図書館資料は「自動書庫」の資料と全ての視聴覚資料

を除く） 
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ご案内 7    9    月～     月  

〈ちいさい子のためのおはなし会〉 
 

日程／ 
○中央図書館 
 7月～9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。 

                        (定員制となります) 

■夏のおたのしみおはなし会  

      中央図書館恒例の夏のおたのしみおはなし会では、絵

本の読み聞かせや昔話、語り、紙芝居、手遊びなどを行   

 います。手作りのプログラムもお渡しします。当日は直接

会場へお越しください(先着25名)。 

▽日 時 8月4日（木） 

            午後 3 時30分～4 時30分 

▽場 所 中央図書館 3階おはなしのへや 

▽対 象  3歳～小学生 

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。 

〈おはなしの森〉 
 

日程／ 

○中央図書館 
        ①7月～9月の毎週木曜日  

（8月  4 日  (木)は夏のおたのしみおはなし会です） 

（8月11日   (木)は祝日のため、おはなし会はありません） 

 ②7月～9月の毎月第1土曜日 

  7月 2日(土)・8月 6日(土)・9月 3日(土) 
  

○地区図書館 

紅葉丘・押立・宮町図書館    

  7月 6日(水)・8月 3日(水)・9月 7日(水)               

白糸台・西府・片町図書館 

  7月 13日(水)・8月 10日(水)・9月 14日(水) 

武蔵台・新町・是政・四谷図書館         

  7月 20日(水)・8月 17日(水)・9月 21日(水) 

住吉・生涯学習センター図書館   

  7月 27日(水)・8月 24日(水)・9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。 

                   (定員制となります)      

              すいかのかたちのカードに、好きな本のことを自由に書

いてカウンターのポストに入れてください。参加者には、ぬ

りえのプレゼントがあります。あわせて、夏休みのおすすめ

本の展示・リストを配布します。 

▽期 間 7月16日（土）～8月31日（水） 

▽場 所 中央図書館 3階児童室  

■夏休み読書キャンペーン「本の木だいすき！」  

■中高生向け夏休み読書キャンペーン 

    「Ｍｙ Ｆａｖｏｒｉｔｅ Ｔｈｉｎｇｓ」 

      色々な形のPOPに、図書館や好きな本のこと等を自由に

書いて、ＹＡルームに設置してあるポストに入れてください。 

▽期 間 7月16日（土）～8月31日（水） 

▽場 所 中央図書館 4階ＹＡルーム   

中央図書館では、一つのテーマを立てて、何冊かの本を

紹介するブックトークを開催します。読みたい本がきっと見つ

かります。当日は直接会場へお越しください （先着25名）。 

①日 時 8月6日（土）午後3時～3時45分 

テーマ 「ファイト！～夏の応援合戦～」 

②日 時 9月10日（土）午後3時～3時45分 

テーマ 「みんなの図書館」 

▽場 所 中央図書館 3階おはなしのへや 

▽対 象 小学4・5・6年生  

■小学生のためのブックトーク 

  よむよむ探検隊  

 

このたび、図書館おはな

しボランティアとしてもご協

力いただいている団体「ス

トーリーテリング・グループ

おはなしのたね」が、令和４

年度子供の読書活動優秀実践団体として文部科学大臣から

表彰されました。長年にわたり、おはなしや絵本の楽しさを子ど

も達に伝えていただいています。 

■文部科学大臣表彰  

夏のイベント盛りだくさん！！  
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★の催しは予約制です 

月    8 

 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 

月     9 

中 央 図 書 館 の 行 事 予 定  

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 

月    7 
     16日(土) ～8月31日(水)  
                   夏休み読書キャンペーン「本の木だいすき」 
 

                       中高生向け夏休み読書キャンペーン 
        「My Favorite Things」 
 

 27日(水)    図書館探検隊★        
 

 31日(日)  図書館員体験ツアー★   

 

科学あそび 

「錯覚ってなあに？～超高層ビルボックス 

  とふしぎなおもちゃをつくろう～」  
   

     錯覚についての本やプリントを使って楽しみます。

箱の隅からなかをのぞくとまるで超高層ビルの屋上

の角に立って下をのぞいたように見える箱や、光の

具合によって白黒のものが色が付いたように見える

コマをつくります。 
 

▽日時   8月21日（日）午後2時～4時 

▽講師  坂口美佳子先生（科学読物研究会会員） 

▽場所   ルミエール府中1階 第1・2会議室 

▽対象   小学生25名 

▽持ち物             鉛筆、はさみ、セロハンテープ、色鉛筆 

           またはカラーペン、持ち帰り用ビニール袋 

▽申込み       7月下旬を予定しています。詳細が決まり 

             ましたら、広報ふちゅうおよび図書館ホー 

               ムページでお知らせします。  

■休館のお知らせ 
 

▽蔵書点検のため、次の日程で休館します。 

  
 
  館名 

 
       日程 

9月 
 
白糸台・片町  5日(月)～7日(水) 

すべての地区図書館で本の除菌

ができるようになりました。  
  

  中央図書館に続き、4月からすべての地区図書館に

本の消毒機を設置しました。消毒機は高さ61㎝・幅  

  と奥行きは45㎝のステンレス製です。 

    使い方はとても簡単。館内で読みたい本や借りた本

を重ならないように入れます。1回で消毒できる冊数

は、絵本などは4冊、小説本などは8冊です。青いボ

タンを押すと、紫外線灯により本の表面を除菌します。

45秒後に紫外線灯が消えたら、本を取り出すだけで

す。操作が簡単なので、子どもたちやお子さん連れの保

護者が絵本等の除菌に利用する姿を見かけます。 

         図書館の本を、安心してご利用いただけるように設置  

 した消毒機です。ぜひご利用ください。 

         消毒機の利用は府中市

立図書館の本のみを入れ

てください。私物や他の自

治体から借用した資料や

視聴覚資料（ＤＶＤ、ＣＤ

等）は絶対に入れないでく

ださいね。 

■今年も実施します！ 

  地区図書館の雑誌リサイクル 
 

  保存年限を過ぎた雑誌を、市民のみなさまにご提

供します。 
 

▽期間      7月3日(日)～17日(日) 

         ※休館日の実施はありません。 

▽実施時間 初日は午後1時～4時まで。4日以降は

開館時間内 (生涯学習センター図書館

の平日は午後7時まで)です。 

※在庫がなくなり次第終了します。 

※初日混雑時は、先着順に時間を区切って入替 

制とします。 

▽詳細は、各地区図書館にお問い合わせください。 

▽持ち帰り冊数 おひとり12冊まで。 

   手さげ袋をご用意ください。 

 府中市立図書館の

本だけ入れてね。  

 10日(土)     小学生のためのブックトーク 
        よむよむ探検隊 
 

 10日(土)    バリアフリー映画会★ 

 24日(土)     ビジネス支援企画(企業講演会)未定★ 

  4日(木)    夏のおたのしみおはなし会   
 

  6日(土)  小学生のためのブックトーク 
       よむよむ探検隊 
 

13日(土)    朗読だから面白い！真夏の怪談話★ 
 

21日(日)  科学あそび 「錯覚ってなあに？ 
      ～超高層ビルボックスとふしぎなおもちゃ      

をつくろう～」★ 
 

24日(水)    図書館探検隊★    
 

28日(日) 図書館員体験ツアー★ 


