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　「ぐるぐる図書館 in 東浦」略して「ぐる図書」とは、東浦町内のお宅の庭先や

お店の一角に本棚を設置し、本を通じて交流を楽しむ活動です。

　「ぐる図書」は各オーナーが利用のルールを決めて運営しています。

この夏、新たな本との、人との出会いを求めて、

「ぐる図書」をのぞいてみませんか？

和洋、新旧が織り交ざった個性的な内装の「ぐる図書」。

９月３日には「１周年記念イベント」を開催するそ

うです。詳細は facebook でチェック！

ワークわく Shop
　住宅の一室を使って、子育てママを中心にワークショップ

などを行っています。本棚には「あおくんときいろちゃん」や

「くつくつあるけ」など小さなお子さんと一緒に楽しめる絵

本を揃えています。

場　所  森岡字取手20-9

開館時間  

水曜日（休みの場合あり）

午前10時30分～午後１時30分

貸出本  あり

問い合わせ  

０９０－４１８４－７５６４

https://www.facebook.com/akiya.higashiura/

JR尾張森岡駅

JA

歯科医院

森岡駅西
50

ワークわく
Shop

紹介します！

それぞれ個性が異なる「ぐる図書」

その雰囲気を紹介します！

問い合わせ　中央図書館　 ８４－２８００

おでん本舗
　ある時は中央図書館の特集展示。またある時は公園の紙芝

居屋台。神出鬼没の移動式本棚です。その時々で本棚の中身

が変わるので、見つけたらぜひ、のぞいてみてくださいね。

場　所  移動型の「ぐる図書」　 開館時間  不定期

貸出本  あり

問い合わせ  ８４－２８００

本が大好きな図書館職員一同が季節に合わせた“とっ

ておきの絵本や児童書”を集めて、特集展示をしてい

ます。読書を通じて、季節の色をより濃く感じてみませんか。

きっと新たな発見があるはずです！
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使ってみよう！

このフラッグが「ぐる図書」のしるし。

次の手順を守って、楽しく利用しましょう !

　ぐる図書登録店の目印は、

ぐる図書フラッグです。地図

とフラッグを頼りに、ぐる図

書を探してください。

　ぐる図書の中には、営業中

の店舗もあります。お仕事の

妨げにならないよう、読書や

会話を楽しんでください。

　貸出方法はぐる図書のオー

ナーとの「お約束」です。返却

日などはぐる図書オーナーと

相談して決めてください。

目印は
ぐる図書フラッグ

マナーを守って
正しく利用 !

本の貸し出しは
「お約束」

オレンジカフェ　こころ屋
　認知症の方や介護されている方、地域の方が集まって交流

しています。本棚には、認知症に関する専門書や心温まる本

が並んでいます。お友達やスタッフとの会話、珈琲とともに

ゆっくり読書などお好きなスタイルでお楽しみください。

場　所  移動型の「ぐる図書」　

開館時間  毎月第４日曜日 午前９時30分～正午（予定変更あり）

貸出本  あり

問い合わせ  ０９０－８０７７－３９３３

読むと心が軽くなる、生きることに前向きになれる、そん

な本が並ぶ「ぐる図書」。利用者との交流も深く、

おすすめ本の寄贈もあったそうです。

絵本のおうち（完全予約制）

　病弱、障がい、子連れなど公共図書館を利用しづらい方とその

ご家族優先の会員制ライブラリー（会員登録無料）です。英語の

絵本や児童書、育児書、レシピ本などをそろえています。個別対

応のため、予約時にお困りの理由と閲覧希望のジャンルをお知

らせください。

場　所  緒川字於大が丘20

開館時間  原則木曜日

午後１時～３時（冬季休館）

貸出本  あり

問い合わせ

ehonhousehigashiura@gmail.com

https://www.facebook.com/ehonnomushi/

http://ehonhouse.exblog.jp/

絵本のおうち

濁池西 緒川小南

緒川
保育園

新旧の名作絵本がズラリと並ぶ本棚

は圧巻！絵本のそばに置いてある小

物も可
かわい

愛く、眺めているだけでもワクワクと

楽しい気分になる「ぐる図書」です。門扉前に

は会員登録不要の貸出 BOXもありますよ！
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肉のかね光
　手作り無添加ハムがイチオシの肉のかね光さん。本棚に

は、スローフードや三大免疫力など食に関する本や、常連さ

んからの寄贈本が並びます。おいしいお肉と一緒にたのしい

本も持ち帰れますよ。

場　所  森岡字濁池8-94　

開館時間  火～土曜日

午前10時～午後７時

貸出本  あり

問い合わせ  ８３－５７６５

肉のかね光

森岡西保育園

病院

森岡台
自治会集会所

森岡中町

コロッケやメンチカツを揚げた香ばしいかおりいっ

ぱいで、行くとおなかが空いちゃう「ぐる図書」です。食

欲と一緒に読書欲も満たしちゃいましょう！

なないろ図書館
　なないろ（総合ボランティアセンター）では、ボランティア

活動をはじめとする様々な市民活動を応援しています。館内

でお茶を飲みながらゆっくり読書、自宅へ持ち帰りじっくり

読書、いろいろなスタイルでお楽しみください。

場　所  緒川字屋敷弐区61-1

開館時間  火～土曜日

（祝日、年末年始を除く）　

午前９時30分～午後８時

貸出本  あり 

問い合わせ  ５１－７６９７

なないろ
図書館

緒川
児童館

緒川児童
クラブ

JR 緒川駅
366

緒川南

緒川駅西

緒川コミュニティ
センター

本棚には、なないろの車座や講座に招いた講師の著作

物、読書好きの職員のおすすめ本などが並んでいます。

ボランティア活動のアイディアやネタ探しにピッタリです！

杉原ぶどう園
　太陽の光をいっぱいに浴びて育った、甘いぶどうを販売し

ています。ぶどうにまつわる絵本や児童書、ワインソムリエ

の本など、ぶどう園を経営する杉原さんならではの本棚に

なっています。お買い物の待ち時間などにお楽しみください。

場　所  緒川字桐池１区14-1

開館時間  ８月初旬～９月中旬

午前９時30分～午後６時

（ぶどう販売期間中は休みなし）

貸出本  なし

問い合わせ  ８３－４３２４
杉原ぶどう園

鰻池
東浦知多インター ガソリン

スタンド
東浦支署
西部出張所

風が吹き抜け、ぶどうが香る、東浦の夏を感じる「ぐる図

書」です。杉原ぶどう園のイチオシは薄緑色が翡
ひ す い

翠のように

きれいな「ロザリオ・ビアンコ」。完熟時の糖度は

巨峰より高いそうです！
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まりちゃんがおじゃまします
　まりちゃんのお宅の犬猫や自然の草花などを手作り絵本

にしています。犬好き、猫好きな方はもちろん、手作り絵本

に興味がある方はぜひ、ご覧ください。

場　所  移動型の「ぐる図書」

開館時間  よむらびフェスタなどイベント開催時

貸出本  あり

問い合わせ  ８３－６９８８　 mariko8@ma.medias.ne.jp

手作りの温かみがある11作もの絵本。次回作は家庭菜園で育
てている野菜の成長と調理法をテーマにするそうです。

どんな絵本になるのか今からとっても楽しみです！

　「ぐる図書」では常設本棚を設置していただける方を募集していま
す。あなたの所有している本を自宅の庭先や店舗の一角に置いて、
「ぐる図書」のオーナーになりませんか？　オーナー登録の詳細は広
報ひがしうら６月１日号または町ホームページをご覧ください。

あなたも「ぐる図書」に

参加しませんか？

万木和広建築 · まち設計事務所
　建築家がオーナーの「ぐる図書」だけに、これから生まれよう

とする建築の模型、世界中の風土によってつくられた住宅にま

つわるもの、オーナー自身が世界中の都市・集落をめぐり撮影

した写真、旅の本が溢れています。

場　所  生路字小太郎96-1

ピボットマンション生路501

開館時間  毎月第１日曜日

午後１時～５時

貸出本  あり 

問い合わせ  ８５－９８１７　 manki_aa@ybb.ne.jp

生路

生路コミュニティ
センター

東浦駅西

東浦高校

生路
郵便局万木和広建築・

まち設計事務所
JR
東浦駅

建築関係の書籍のほかにも、東浦の近世から現代の

痕跡を記した書籍や江戸時代の人々の暮らしぶりが

分かる書籍などが並んでおり、建築愛と東浦愛を感じるス

テキな「ぐる図書」でした。

ドラマ原作や新聞・雑誌で紹介されている「今、話題の本」を

アンテナ高くチェックしているオーナー。落ち着い

た空間で、話題作を読めるのも栞里さんの特徴です。

栞里（しおり）
　機

はた

織り機のあるちょっぴりレトロな空間でまったりとした

時間を過ごせます。

場　所  石浜字下庚申坊68-2

開館時間  月曜日（休みの場合あり）

午前10時～正午、午後１時～３時

貸出本  あり

問い合わせ  ０９０－１４１９－２５０９

稲荷神社栞里
明徳寺

明光寺 石浜
コミュニティ
センター

芦間

366
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