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新移動図書館車「とまチョップ図書館号」始動！
９月９日に中央図書館エントランスで
新しい移動図書館車「とまチョップ図書
館号」の寄贈式が行われました。
図書館を利用してくださっている多く
の方が見守る中、トヨタ自動車北海道取
締役社長田中義克様と岩倉博文苫小牧市
長の挨拶の後、テープカットが行われ、
「とまチョップ図書館号」のお披露目と
なりました。
新しい移動図書館車には苫小牧市の公
式キャラクターのとまチョップとトヨタ
自動車北海道のキャラクターが描かれて
おり、車内は非常に明るくなりました。
また、積載冊数も３，８００冊以上とな
りました。
運行は９月１１日から始まっており、初日から大盛況となっています。
移動図書館車「とまチョップ図書館号」は火曜日から金曜日に市内２２箇所を巡回しております。
もしお近くで見かけましたら、ぜひ乗車してみてください。なお、巡回日程表は中央図書館、各図
書コーナーで配布しています。また、中央図書館ホームページでも閲覧することが出来ます。

９月９日の贈呈式でのテープカットの様子
寄贈式にはとまチョップも参加しました。

「とまチョップ図書館号」稼動初日から大盛況
多くの方々に利用していただきました。

１０月下旬に本の点検とシステムの更新のため、
中央図書館及び図書コーナーが臨時休館します。
詳しくは８ページをご覧下さい
、

『いい家は「細部」で決まる』 永江 朗/著 新潮社
『おもかげ復元師』 笹原 留似子/著 ポプラ社
『学校で気になる子どものサイン』 五十嵐 哲也/編著 少年写真新聞社
『写真の読み方』 イアン・ジェフリー/著 創元社
『自由に遊ぶ、ＤＩＹの本づくり』 石川 理恵/著 グラフィック社
『新・市町村議会の常識』 加藤 幸雄/著 自治体研究社
『図解・植物酵素の手作り帖』 青木 滋/著 マガジンランド
『図解デイサービス開業と経営実践ガイド』 誠文堂新光社
『たのしいＨＩＰ−ＨＯＰダンス入門』 ベースボール・マガジン社
『誰にでも碁は打てる』 李 仁煥/著 東京創元社
『中・高校生の留学』 ダイヤモンド・ビッグ社
『日本１００岩場』１巻 北山 真/編 山と渓谷社
『ビジネスメール言い換え辞典』 村上 英記/著 日本実業出版社
『フルコースで備える！非常食』 ｈｉｊｏｕｓｈｏｋｕ．ｊｐ/編 日本食糧新聞社
『Ｗｉ‐Ｆｉ完全活用術』 タトラエディット/著 アスキー・メディアワークス

『ほぼ日手帳』
のガイドブックが今年も出版
されました。豊富なデザイン
のカバーだけでなく、年齢を
問わない使用者の実例が紹介
されていますので、手帳選び
の参考にどうぞ。

『狼の群れと暮らした男』 ショーン・エリス/著 築地書館
『ジョン万次郎』 マーギー・プロイス/著 集英社
『父と息子のフィルム・クラブ』 デヴィッド・ギルモア/著 新潮社
『ティーガー戦車隊』上下巻 オットー・カリウス/著 大日本絵画
『農耕詩』 クロード・シモン/著 白水社
『マスコット』 マーク・カーゼム/著 ミルトス
『緑の使者の伝説』上下巻 クリステン・ブリテン/著 早川書房

衛星が撮影した
写真で、火星旅行の気分を味
わえる資料です。付属の赤青
メガネを使えば、写真をを立
体的に見ることができるとい
う、遊び心を含んだ火星本で
す。

『お友だちからお願いします』 三浦 しをん/著 大和書房
『回廊封鎖』 佐々木 譲/著 集英社
『かっこうの親もずの子ども』 椰月 美智子/著 実業之日本社
『カラマーゾフの妹』 高野 史緒/著 講談社
『鬼談百景』 小野 不由美/著 メディアファクトリー
『幸福な日々があります』 朝倉 かすみ/著 集英社
『最後のおでん』 北大路 公子/著 寿郎社
『人生讃歌』 小桧山 博/著 河出書房新社
『探偵法間ごますり事件簿』 東 直己/著 光文社
『途中の一歩』上下巻 雫井 脩介/著 幻冬舎
『はかぼんさん』 さだ まさし/著 新潮社
『秘密は日記に隠すもの』 永井 するみ/著 双葉社
『ブラスデイズ』 中山 智幸/著 ＮＨＫ出版
『僕らの仕事は応援団。』 我武者羅応援団/著 大和書房
『未完の贈り物』 倉本 美香/著 産経新聞出版
『赤猫異聞』 浅田 次郎/著 新潮社
『悪銭』 鈴木 英治/著 角川春樹事務所
『江戸の茶碗』 中島 要/著 祥伝社
『女の陥穽』 上田 秀人/著 光文社
『竹に紅虎』 下川 博/著 講談社
『百鬼夜行に花吹雪』 朝松 健/著 ベストセラーズ
『光圀伝』 冲方 丁/著 角川書店

輪ゴム鉄砲の作
り方が一冊の本
にまとまりました。割り箸１
膳で作る方法から、本格的な
160連発砲の作り方まで。休
日に、親子で楽しく玩具作り
はいかがでしょうか。

舞台は電子書籍
やデータが主流
となり、紙の本が贅沢と呼ば
れるようになった時代の図書
館。司書のワルツさんと、図
書館の利用者達が『紙の本』
を通して紡ぐ物語です。

司書 南

読書の秋です。普段の読書ジャンルを超
えたくなったなら、本のガイドブックはい
かがでしょう。『図解世界の名著がわかる
本』『写真集
・誰かに贈りたくなる１０８冊』『この
経済小説がおもしろい！』など、豊富に所
蔵されております。
その中のおすすめは『自然とかがくの絵
本総解説』。自然科学
の児童書ブックガイドです
が、その中には大人にもウ
ケたという絵本がちらほら
と。折角ですから、大人の
本というジャンルも飛び越
えてみては如何でしょうか。

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
東野圭吾(112)
２ 『虚像の道化師』 東野圭吾
（94）
３ 『舟を編む』
三浦しをん(92)
４ 『三匹のおっさん ふたたび 』
有川浩 （67）
５ 『人生がときめく片づけの魔法』
近藤麻理恵(63)
＊
＊
＊
＊
＊
＊

『ソロモンの偽証 第一部」
「サファイア」
『白ゆき姫殺人事件』
「神様のカルテ３」
「鍵のない夢を見る」
「境遇」

宮部みゆき(59)
湊かなえ(58)
湊かなえ(54)
夏川草介(51)
辻村深月(50)
湊かなえ(50)

9月19日現在

ベンチャークラブ．t
児童書 計１６冊
うがいライオン
(大型絵本)
ねじめ 正一／作
長谷川 義史／絵
鈴木出版

２年前小惑星イトカワを探査した「はやぶさ」
が地球に帰還しました。日本の技術の高さに
感心したのではないでしょうか。そして今年
８月６日、ＮＡＳＡの無人探査機が火星に着
陸しました。まるでＳＦ映画にでてくるよう
な高度な着陸を成功させました（映像がイン
ターネットで公開されていますので是非ご覧
ください）。
ＮＡＳＡは過去にも探査機を火星に着陸さ
せていますが、今回の探査機は「キュリオシ
ティー」というのですが、軽自動車並みの大
きさで重量が１トン近くもあります。火星は
大気が薄いので従来のエアバックを使う方法
だと衝撃で破損する危険性がありました。そ
のためパラシュートと逆噴射を利用する複雑
な方法を採用したのです。降下用のエンジン
付き台座みたいなものがワイヤで探査機を吊
り下げ、逆噴射しながら徐々に下降します。
探査機が地表に着くと同時にその台座がワ
イヤを切断、急激に逆噴射して離れた地点に
落下するのです。
映像を見ながら人間が遠隔操作すれば比較
的簡単なのかも知れませんが、火星の周回軌
道から着陸に要する時間は約７分、火星から
地球までに電波の届く時間は１４分かかります。

苫小牧あすなろ会
児童書 計２０冊
(左)しごとば〔4〕
鈴木のりたけ／作
ブロンズ新社
(右)あらいぐまの
おふろやさん
花之内雅吉／作・絵
鈴木出版

タイムラグがあるので映像を見ながらの操作
は不可能です。そこで全てコンピュ−ターが
自分で判断して着陸することになります。探
査機の下に取り付けられたカメラの映像など
を解析し、自動制御で着陸を成功させたので
す。これにはオバマ大統領も大興奮でした。
探査機「キュリオシティー」は2年かけて
岩石や生命の痕跡などを調べます。そして２
016年には火星内部を調査する無人探査も予
定されています。いよいよ有人探査も近づい
てきます。
SFのように火星に移住するという話も現実
味を帯びてくるかもしれません。
本図書館所蔵の「火星の生命と大地４６億
年」（2008年12月発行、講談社）は、前
半部分、ＮＡＳＡが2030年に有人探査する
様子をＳＦ風に書いています。非常に面白く
読むことができました。
今現実の生活ではいろいろストレスがた
まることも多いと思います。夜空を仰ぎ遠
い過去に光り輝く星や銀河を眺めて空想に
浸るのも良い気分転換になります。今の時
期はペガスス座やアンドロメダ座などの秋
の星座や星雲が美しく光り輝いています。

「いろいろおふろはいり
隊！」 穂高 順也／作，
西村 敏雄／絵
教育画劇 Ｅイ

西村

西村

敏雄／さく

白泉社

にし

「ライオンのすてきな
いえ」
西村 敏雄 作
学研マーケティング
Ｅク

「いもいもほりほり」

「アリのおでかけ」

講談社

Ｅア

むら

敏雄／作

とし

Ｅイ

お

1964年、愛知県に生まれる。２０００年第一回日本童
画大賞最優秀賞受賞。絵本に『もりのおふろ』『バルバ
ルさん』（以上福音館書店）、『そこにいますか』『ぼ
くは孫』（以上岩崎書店）などがある。
『どうぶつサーカスはじまるよ』奥付より抜粋）

「わたしはあかねこ」

「もりのおふろ」

「ぼくは孫」

サトシン／作
西村 敏雄／絵
文渓堂 Ｅワ

西村 敏雄／さく
福音館書店 Ｅモ
ＢＬ出版 Ｅコ

板橋 雅弘／作
西村 敏雄／絵
岩崎書店 Ｅホ

「日曜日の保健室 」 913ニ
村上 しいこ／作，田中 六大／絵
講談社

「ふたごのしろくま とりさん、なんば？のま
き」 Ｅフ
あべ 弘士／作 講談社

子どもたちがお休みの
日曜日。学校の保健室
で、「いのちの体験学
習」に使われるだっこ
赤ちゃんが落ちこんで
います。２年生の子に
「にせもの」と言われ
たのですが…。

ふたごのしろくまが、
かあさんに教わりなが
ら、鳥の数をかぞえて
います。でも水に映っ
たり、たくさん飛んで
きたりで、なかなか上
手に数えられなくて…。
氷の島に住む、ふたご
のしろくまと母さんぐ
まの楽しいお話第３弾。

「けん玉の技１２３」

○大型絵本○ ○大型紙芝居○
○大型絵本スタンド／イーゼル○
○紙芝居枠・大型紙芝居枠○
○エプロンシアター○
○ひょうしぎ○
79ケ

♪中央図書館４番カウンターにもあります。

日本けん玉協会／著
幻冬舎

♪貸出・返却は中央図書館カウンターでお願
いします。

♪読み聞かせ日にあわせて予約できます。

１０００以上あるとい
われているけん玉の技
の中から、日本けん玉
協会が厳選した１２３
の技をイラスト等で紹
介。けん玉の持ち方と
構え方、基本動作と技
の構成なども解説する。

よみきかせ会
会場 おはなしコーナー
定員 ４０名
○苫小牧子どもの本の会○
(第１･第３日曜日)
10月7日 １０月21日
11月4日・11月18日
午後３時〜３時３０分

○にじのはし○
(第２土曜日)
10月13日・11月10日
午後１１時〜１１時３０分
(第４土曜日)
11月24日
午前１１時〜１１時３０分
午後 ２時〜 ２時３０分

お気軽にご相談ください。

おしらせ
１０月２２日（月）〜１０月３１日（水）
まで本の点検とシステム更新のためおやす
みとなります。ご了承ください。

ストーリーテリング
おはなし会
会場
定員

おはなしコーナー
４０名

○おはなしオルゴール○
(第３土曜日)
10月20日・11月17日
午後２時〜２時３０分
かみしばい

紙芝居
会場 サンガーデン
定員 ４０名

○かみしばいおじさん○
(第２土曜日)
10月13日・11月10日
午後２時〜２時３０分

てい き てき

ぎょうじ

定期的な行事の
お
し
ら
せ
めいさく

じょうえいかい

名作アニメビデオ上映会
会場 ２階講堂
定員 ７０名
いひきわむらかずおさんの
１４ひきシリーズ、みやにした
つやさんなどのビデオを上映し
ます。
(第２･第４日曜日)
10月14日
11月11日・11月25日
午後２時３０分〜３時

郷土・参考資料室からのお知らせ
レファレンス事例集−こんな質問ありました−

第23回

「苫小牧の植物」

Ｑ．苫小牧で見ることができる植物は？
苫小牧は工業都市として知られていますが、樽前
山や支笏湖、ラムサール条約指定のウトナイ湖など
の自然があり、様々な植物を見ることができます。
では、実際にどんな植物があるのでしょうか？苫小
牧の植物を探せる本をご紹介いたします。

今回は参考図書・郷土資料の紹介です

『地球博物学大図鑑』

(460.3/ﾁ)
東京書籍・刊

地球上の生命を総合的
に紹介した図鑑。鉱物、
植物、動物と幅広く
5000種類以上をフルカ
ラーで解説している。宝
石の様な一冊、と銘打つ
本誌は、見ていて大変面
白い。

*苫小牧の植物が載っている本*
苫小牧の植物を調べるならこれ！書名もずばり
「とまこまいの植物」(中居正雄／著(HT472.1/ﾄ))。
苫小牧の植物を探したいときに大変重宝する１冊で
す。標準和名のほか、別名・俗名からも索引が引け
ます。例えば、なじみの深い「ハスカップ」は正式
名称が「クロミノウグイスカグラ」という名前だと
『赤れんが庁舎物語』 (HT521.8/ｱ)
いうことがわかります。
北海道北方博物館交流協会・刊
ほかにも樽前山の植物でしたら「樽前山お花畑で
聞いたこと」(樽前山の自然を愛する会・新沼友啓／
著(HT472.1/ﾀ))や、美々川の植物でしたら「自然
探索手帳」(千歳川放水路建設事務所／刊
(HT462.1/ｼ))など、エリアごとでも探すことがで
「赤れんが」の愛称で親
きます。
しまれている北海道庁旧本
庁舎について、18章 のエ
＊本のほかにも…＊
ピソードで綴った本。本編
上でご紹介した本の他に、雑誌でも特集されてい
の他、四季折々に咲く花や、
ることがあります。「ゆうふる」2008年春号には
20点の所蔵絵画の解説、
「森は生きている」、同2011年夏号には「自然環
関連年表など、これ一冊で
境保全地区」という記事が掲載されています。雑誌
色々な赤れんがを知ること
にはその時々での最新の話題や、特集記事について
ができる。
わかりやすくまとめられていることが多いので、簡
単に調べたいときにおすすめです。
これらの本は２階参考資料室で見ることができます。

＊今の季節の植物＊
では今の季節にはどんな植物があるのでしょう。
最初にご紹介した「とまこまいの植物」を見てみる
と、可愛らしい花の写真が多く、目を楽しませてく
れます。ヤマハギ、ハンゴンソウ、ヒヨドリバナ、
ノラニンジン…。どんな植物なのかは実際に本を調
べて確かめてみてくださいね。
＊他にも…＊
今回ご紹介した本だけではなく、植物に関する本
は他にもたくさんあります。苫小牧だけでなく、北
海道の別の地域の植物を調べることもできますので、
お気軽に職員におたずねください。
(司書:工藤)

参考図書室・郷土資料室の
ご利用に際して
★かばん等の持ち込みはできません。手荷
物をロッカーにお預けの上、筆記用具類の
みをお持ちになってお入りください。
★資料室には自習のための席はありません。
自習する方は、２階電子情報サロン隣の
『自習室』をご利用願います。

ふるさとの一片(５５)

〜郷土資料コーナーで見つけた〜

競馬場

苫小牧にもあった競馬場
年に一度の草競馬

云っても五十九歳から九十八歳までの

全四十回の連載で︑四十名の長老︵と

います︒
題して
﹃とまこまい昔がたり﹄
︑

小牧在住の長老からの聞書きが載って

九七二︶の﹁広報とまこまい﹂には苫

今から四十年前の昭和四十七年︵一

とまこまい昔がたり

場が移動しています︒

は牧場だった付近︑現在の旭町に競馬

場に代わっています︒そして︑前図で

法で描かれたもう一枚の臆測図では工

より大正十五年頃までという同様の手

苫小牧工場のあたりです︒明治四十年

うど明治四十三年操業開始の王子製紙

当時の村民の多くが参加していた事に

三十四年の人口は二三七五人とあり︑

と盛況だったようです︒市史では明治

て︑けっこうにぎやかなもんだった﹂

すし︑リンゴなどを売る店も十軒位出

﹁観客は四︐五百人位集まり︑そば︑

万円ほどでしょうか︒

なります︒

これは苫小牧商工会が昭和十二年

始まるまで﹂続き︑土地がなくなった

幅があります︶の聞書きは内容も含め

盛況だった年に一度の草競馬

あと﹁今度は旭町の方に造った﹂と語

渋川翁の聞書きは機関誌②の﹁明治

渋川翁は明治三十三年︵一九〇〇︶

っています︒旭町の競馬場は昭和十一

︵一九三七︶に作成した苫小牧案内図

牧は写真をはじめ記録も少なく︑この

に福島県から苫小牧へ来て︑そのころ

年
︵一九三六︶
に陸軍の飛行場となり︑

とてもいい企画です︒今から四十年前

ような聞書きは貴重な情報です︒

の思い出を話します︒

敗戦後は直ちにＧＨＱ︵連合国総司令

時代の苫小牧について︑渋川又平氏に

６８１︵五月二十日発行︶の当該欄は

﹁明治三十四年から年に一回の競馬が

部︶に接収されます︒

にも描かれており︵昭和九年作成の記

渋川又平さん︑明治六年八月八日生︑

あった︒競馬場は今の王子第三工場の

苫小牧の競馬についての詳しい情

の長老ですから︑明治時代に青春を過

九十八歳です︒この連載四十人の中で

所で︑苫小牧川と新川の間に一周四百

報はありませんが︑市史と写真集③に

聞く﹂にも掲載されています︒これに

も最高齢ですが︑とてもしっかりして

三間︵約八百ｍ︶のコースで東西に長

は明治二十年︵一八八七︶八月︑馬市

載もある？︶旭町の競馬場は戦前まで

います︒当館に所蔵してある地図にも

い楕円形のかなりのもんだった﹂競馬

開催時にその前景気を盛り上げるため

ごし︑そのころの苫小牧の様子をよく

その名前がありました︒それは﹁明治

はお盆の時期に︑静内︑恵庭︑早来の

行われたのにはじまった︒との記述も

は年に一度の草競馬は﹁王子の建設が

三十年以後臆測苫小牧之地図﹂という

方から乗り手や馬が集まり︑それに地

あります︒
︵大泉︶

存在したことがわかります︒

水彩画のイラスト風の地図で︑製図作

元が加わったようです︒

ことがよくわかります︒さらに︑この

現在より湿地や沼の面積が大きかった

多いことが印象的で︑当時の苫小牧は

まず全体に青色に塗られた部分の

とも言ってますから︑今の価値では十

ことがあった﹂当時はそば一杯が三銭

一着で賞金五円位と思うが︑もらった

もさらしを一反からだにまいて出場し

渋川翁は騎手としても活躍され﹁俺

④苫小牧市史 上︑下

③ふるさとの思い出８６国書刊行会一九七九

②﹁苫小牧市史編さん﹂第３号一九七一

①広報とまこまい№６８１︵五月二十日発行︶

引用・参考資料

図には競馬場が描かれています︒ちょ

今回紹介する﹁広報とまこまい﹂№

製者︑渋川又平と書かれています︒

覚えている方々です︒明治時代の苫小

▲ 右に明治三十年以後臆測苫小牧之地図と書かれ、現在の王子製紙工場の場所に競馬場がある

１０月の臨時休館等のお知らせ
本の点検とシステムの更新のため下記の日程で休館します。ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承ください。
10/21(日)

10/22(月)

10/23(火)

10/24(水)

10/25(木)

10/26(金)

開館
お休み

お休み
お休み

お休み
お休み

お休み
お休み

お休み
お休み

お休み
お休み

開館

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

10/27(土)

10/28(日)

10/29(月)

10/30(火)

10/31(水)

11/1(木)

お休み
お休み

お休み
お休み

お休み
開館

お休み
開館

お休み
開館

開館
開館

開館

開館

開館

開館

開館

開館

中央図書館
勇払コーナー
のぞみ・豊川・住吉
沼ノ端・植苗

中央図書館
勇払コーナー
のぞみ・豊川・住吉
沼ノ端・植苗

なお、中央図書館、のぞみ・豊川・住吉・沼ノ端・植苗の図書コーナーのブックポストについては、休館中も
２４時間ご利用いただけます。
◎

ホームページの資料検索及び予約の情報
１０月２１日（日）午後５時よりシステム停止により、本の検索・予約が出来なくなります。
１１月１日（木）９時３０分復旧予定です。

行事のお知らせ
赤ちゃんと楽しむはじめての絵本ひろば
内容
日時
会場
定員
対象

赤ちゃんと絵本の出会いを目的とし、赤ちゃんと
申込 １０月４日（木）〜１０月１０日（水）
絵本の接し方の実践と指導、絵本の紹介、読書相
開館時間内 中央図書館カウンター
談などを行う
または 電話 ３５−０５１１
１０月１９日（金）１０：３０〜１１：３０
定員を超えた場合は１０月１１日（木）に抽選
中央図書館２階 講堂
（はじめての方優先）
１５組（キャンセル待ち３組まで）
連絡方法 申込みしていただいた全ての方へ
１歳児とその保護者
１０月１１日（木）に電話で連絡いたします。
--------------------------------------------------

お は な し 広 場
内容
日時
会場
定員
対象

大型絵本などの読み聞かせを予定
１１月３日（土）１０：３０〜１１：３０
中央図書館２階 講堂
１００人（直接会場へ）
幼児から小学生

◇
◇
◇
◇
◇
◇

秋の読書週間ビデオ上映会
内容
日時
会場
定員
対象

「銀河鉄道の夜」（アニメーション）
１１月４日（日）１０：３０〜１１：１８
中央図書館２階 講堂
７０人（直接会場へ）
子どもから大人まで

寄付・寄贈ありがとうございました。（平成２４年７月２１日〜平成２４年９月２０日）
個人 １１４件 １，１１３冊
団体 ４８件 ９３冊

ー

展
今
示
後
コ
の
予
ナ
定

ー

閲覧室入口
一般書コーナー
● 古事記・神話の世界
● 「おいしい料理小説」
〜１０月２１日
〜１０月２１日
● 「本好きが集う場所」
● 「世界遺産条約採択４０周年」
１１月１日〜１１月２９日
１１月１日〜１１月２９日
児童コーナー
エントランスホール
● 実習生が考えた展示
● とまこまいの植物
〜１０月２１日
〜１０月２１日
● おいしいね、おいしいよ
● 北海道が舞台の映画原作（仮）
１１月１日〜１１月２９日
１１月１日〜１１月２９日
※ 休館日の展示の公開はありません。
※ 行事・催し・展示については、変更・中止になる場合がございます。
※黒塗り白字になっている日は休館日です
丸印がついている日は午前９時３０分〜午後５時開館
印が付いていない日は午前９時３０分〜午後７時開館

２０１２年１０月
日 月 火 水 木
1 2 3 4
⑦ ⑧ 9 10 11
⑭ 15 16 17 18
21
22 23 24 25
28 29 30 31
８日

体育の日（開館）

金
5
12
19
26

土
⑥
⑬
⑳
27

１１月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 ③
④ 5 6 7 8 9 ⑩
⑪ 12 13 14 15 16 ⑰
⑱ 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
２３日

勤労感謝の日（開館）

１２月
日 月 火 水 木 金 土
①
② 3 4 5 6 7 ⑧
⑨ 10 11 12 13 14 ⑮
⑯ 17 18 19 20 21 22
23
24
25 26 27 28 29
30
31
２３日
２４日

天皇誕生日（開館）
振替休日（開館）

