
金沢区読書活動推進事業

2022

金沢区
幸せお届け大使
ぼたんちゃん

毎年１１月は「市民の読書活動推進月間」
です。
金沢区では、この時期「金沢区読書フェス
ティバル」と位置づけ、金沢図書館、地区
センター・コミュニティハウス・ケアプラザな
どの区民利用施設や、区内の大学図書館
や専門図書館などで、読書に関する特色
ある取り組みを行います。

横浜市金沢図書館

「金沢区の埋立と海苔の養殖」
11月26日（土） 10:00～11:30

横浜沿岸部は漁業盛んな地域でしたが、全域が埋め立てら
れ、かつての面影はほとんど残っていません。しかし、金沢
の人々には、海はまだ身近な生活の中に残され、漁業と海
苔づくりの伝統も受け継がれています。

事前申込

定員

会場

相澤 竜次氏（横浜市八聖殿郷土資料館館長）

金沢地区センター 大会議室（金沢図書館併設）

一般（小学校３年生から参加可。ただし小学生は大

人の同伴が必要）

５０人（先着順）

１１月１日（火） ９：３０～
金沢図書館カウンター、または電話（784-5861）

講師

泥亀２－１４－５

☎784-5861 fax781-2521 金沢区小柴の海苔の養殖風景 昭和34(1959）年撮影

11月20日（日）
①13:30～14:20 ②14:30～15:20

金沢区に伝わる昔話を紙芝居にしたオリジナル作品や、
ゆかいな紙芝居を上演します。

金沢紙芝居の会 かなみん 金沢図書館 中庭

子どもから大人まで 各回 先着４０人

１１月１１日（金） ９：３０～

金沢図書館カウンター、または電話（784-5861）

事前申込

会場

対象

子どもも大人も かなみん座へようこそ

＜同時開催＞
「金沢区の埋立と海苔の養殖」

11月19日（土）～12月6日（火）
横浜市金沢図書館 １階ロビー

企画展示

出演

10月15日（土） 10:00～15:30
約3,000冊の本を積んだ車で、本の貸出・利用登録を行い

ます。さらに紙芝居を上演します。

移動図書館はまかぜ号がやってくる！
海の公園の金沢まつりに

海の公園 乳幼児から一般

不要、当日会場へ事前申込

会場 対象

JAMSTEC横浜図書館 企画展
10月8日（土）～10月26日（水）

～海洋に広がるプラスチックゴミを追って～
JAMSTECは、横浜市金沢区に拠点を持つ海洋と地球科学の研究所

です。近年関心が高まっている海洋プラスチック問題に取り組んでい
ます。関連図書とあわせて、その一端をご紹介いたします。

横浜市立大学 企画展
10月29日（土）～11月17日（木）

【横浜市立大学エクステンション講座連動企画】
11月29日に、与謝野晶子を始めとする近現代著名人の書簡を題材に
した講座「近現代著名人の書簡を読む」が開催されます。書簡を読み
解く面白さをご紹介する講座の開催に伴い、当館で所蔵している関連
資料を展示します。ぜひご覧ください。

問い合わせ先：
公立大学法人横浜市立大学 学術情報センター ※平日9:00～17:00
TEL 045-787-2076 FAX 045-787-2079

会場 横浜市金沢図書館 １階ロビー

秋の紙芝居まつり

横浜市金沢図書館 １階ロビー会場

秋の紙芝居まつり

金沢図書館での企画展示

定員

対象



金沢区青少年の地域活動拠点

「カナカツ」

釜利谷地区センター

釜利谷南１－２－１

☎786-2193 fax786-2194

柳町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

おはなし会
10月18日(火) 11:00～11:30
11月15日(火) 11:00～11:30
絵本やわらべうた、手遊びを通してお
子さんと楽しいひとときを過ごしません
か？

乳幼児と保護者

事前申込 不要、当日会場へ

谷津町３５９ （ す ず ら ん 通 り 商 店 街 内 ）

☎374-4035 fax 751-9460

推薦本展示会
11月15日(火)～11月29日（火）

火・木 15:00～18:00
土 13:00～18:00

（注）カナカツ開所は、火・木・土の週３日になっ
ています。

国際交流ラウンジ・かもめ教室や親と子の
つどいの広場・ふきのとうから推薦された
絵本の展示。
カナカツメンバーの中高生からの推薦本の
紹介等を行います。

小・中・高校生世代

１０人ずつの入れ替え制

釜利谷地区センター

柳町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

六浦地区センター

２階 プレイルーム

0、1、2歳児とその保護者

６ 組

要、当日問合せでも可

釜利谷地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

釜利谷南２－８－１

☎788-2901 fax788-2906

おはなし会
10月17日(月)11:30～12:00
12月19日(月)11:30～12:00

絵本の読み聞かせ、 わらべうた、手
遊びなど。
内容は子ども向けですが、大人だけ
の参加も歓迎です。

おひざの上のおはなし会
11月7日(月) 11:00～11:30
12月5日(月) 11:00～11:30

読み聞かせ、紙芝居、手遊び、パネルシアター
などを行います。気軽にお立ち寄りください。

六浦５－２０－２

☎788-4640 fax788-4641

みんなで楽しむ
「わらべうた」

11月12日（土）11:00～11:30
12月10日（土）11:00～11:30

親子でわらべうた、指あそびや読み聞
かせで楽しみましょう！

柳町１－３

☎・ fax 785-2403

本を語る会

10月29日(土)13:30～16:30
この前読んだあの本が良かったけど、他の
人の感想を知りたい！今の話題の本を知り
たい！など。皆さまと一緒に和気あいあいと
本についてお話しできたらと思います。

定員

金沢八景・六浦・釜利谷
周 辺

会場 柳町コミュニティハウス

会議室Ａ・Ｂ

柳町コミュニティハウス 和室

～あなたの本の話を聞かせてください～

成人対象

会場

対象

対象

事前申込

会場

対象

ボランティアルーム

どなたでも

８ 組

要、当日問合せでも可

定員

事前申込

会場

対象

プレイルーム

乳幼児と保護者

８ 組

不要、当日会場へ事前申込

会場

対象

定員

定員

カナカツ秋まつり

どんぐりころちゃんの
おはなし会

10月25日(火) 10:30～11:00
12月27日(火) 10:30～11:00

絵本の読み聞かせ・紙芝居・手あそび
やわらべうたなどを行います。
楽しいひとときをご一緒に。

泥亀２－１４－５

☎784-5860 fax789-3599

金沢地区センター

対象

事前申込 不要、当日会場へ

会場 プレイルーム 未就学児と保護者

６組 １２人程度定員

釜利谷西４－８－１

☎・fax701-1727

西金沢ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

読書フェスティバル
「おはなし会」

11月22日(火) 10:00～12:00
西金沢学園「よみきかせの会」による落語や紙
芝居、朗読劇などバラエティに富んだおはなし
会です。

多目的室 一般

５０人 不要、当日会場へ事前申込

会場 対象

定員

事前申込定員 １０ 人 要

子どもの本の世界を楽しもう
11月6日(日)10:30～12:00

「子どもの本＆クーベルチップ」（絵本屋）さんの
お話を聞いた後、参加していただいたみなさまと
絵本を紹介し合うワークショップを行います。思
い入れのある絵本について語り合いませんか？

会場 柳町コミュニティハウス

会議室Ａ・Ｂ・Ｃ
成人対象

事前申込定員 ２０ 人 要

釜利谷東５－１５－１

☎701-0223 fax783-9190

おはなし会
10月29日(土) ウェズランディア

11月19日(土) どんぐりころちゃん

12月11日(日) 山下 康

いずれも、14:00～14:30
ののはな館 1F

児童と保護者対象

事前申込 不要、直接会場へ

金沢自然公園
ののはな館

会場



金沢区地域子育て支援拠点

「とことこ」

本といっしょに！
能見台地区センターの
ハロウィーン＆クリスマス

10月1日（土）～12月27日（火）

能見台地区センター

能見台東２－１

☎787-0080 fax787-0090

10月4日（火）より

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」 にて受付

（☎780-3205）

能見台地域ケアプラザ

能見台地域ケアプラザ 多目的ホール

０歳児の親子、プレママ・プレパパ

申込み先着 12 組

どなたでも
（本の貸し出しには、

当館のカードが必要）

おはなしのへや
10月15日(土) 11:00～11:30
11月19日(土) 11:00～11:30

12月17日(土) 11:00～11:30(予定）

富岡東４－１３－２

☎775-3692 fax775-3792

紙芝居の会
10月27日(木) 11:00～11:30
12月22日(木) 11:00～11:30

紙芝居の会を隔月第４木曜日に開催して
います。

おはなし ころりん村
10月6日(木) 11:00～11:30
11月3日(木) 11:00～11:30
12月1日(木) 11:00～11:30

紙芝居やおはなしの読み聞かせの会を毎月
第１木曜日に開催しています。

ドレミファ ぽぽ
10月16日(日) 11:00～11:30
11月20日(日) 11:00～11:30
12月18日(日) 11:00～11:30

手遊び、絵本、パネルシアターなどの会を毎
月第３日曜日に開催しています。

富岡並木地区センター

能見台東５番６号 ２階

☎780-3205 fax780-3206

わらべうたで
あそびましょう♡

10月26日(水) 10:30～10:50
11月30日(水) 10:30～10:50

能見台東２－１

☎787-0991 fax787-0993

金沢区地域子育て支援拠点

「とことこ」 との共催事業

ファーストブックの選び方
11月4日(金) 10:30～11:15

富岡並木地区センター

プレイルーム

未就学児と保護者

12 人程度

不要、当日会場へ

新型コロナウイルス感染症に伴う、イベント等の実施の有無について
このチラシに掲載されているイベント等の開催については、新型コロナウイルスの感染状況によって、中止・延期等の可能性もありま

す。イベント等の実施・中止・延期等については、開催日前に各施設にお問い合わせください。

要

金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」

電話での受付 ☎780-3205

定員

事前申込

対象
定員

事前申込

会場

対象

初めての絵本選びのお話と手遊びや
読み聞かせから、絵本の楽しさをお伝えし
ます。

定員

事前申込

対象

わらべうたや親子の触れ合い遊び、絵
本の読み聞かせ等を行います。

主に０～２歳児

１０ 組程度定員

事前申込

対象

秋・冬の２大イベントにちなんだ本が特
設コーナーに大集合！
特設コーナーの本を借りた方へ素敵な
プレゼント有り！！
ぜひご来館ください。

（プレゼントは無くなり次第終了です。）

対象

プレイルーム等でのおはなし会。

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びな
どを行います。ほっこりとするひとときを
ご一緒に！

小さなお子さんと保護者

先着 １０ 人程度

不要、当日会場へ

能見台・並木・富岡
周 辺

クリスマスの本大集合！
11月19日(土) ～12月25日(土)

事前申込

対象

クリスマスや冬にちなんだ本が“並北サ
ロン”に大集合！ぜひ手に取って心の中
を暖めてください。期間中は、室内装飾
や色々なクリスマス・ソングもお楽しみい
ただけます。

どなたでも（本の貸し出しには当
館のカードが必要）

不要

並木北ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

並木１－７－１

☎・fax774-3405

金沢図書館マスコット

キャラクター
金沢りーど

会場



水産研究・教育機構
図書資料デジタルアーカイブ

10月17日(月)～12月16日(金)

ウェブページ上での閲覧（随時可能）
URL：
http://nrifs.fra.affrc.go.jp/book/D_ar
chives/index.html
水産研究・教育機構水産資源研究所（旧中
央水産研究所）の図書資料館には、現存す
る日本最古の釣りの指南書や明治時代に農
商務省が全国の水産事情を調査した報告書
などの、歴史的に貴重な資料が保管されて
います。
このデジタルアーカイブでは、このような水
産に関する希少な古い資料を閲覧すること
ができます。
注意：図書資料館では、実物の閲覧は行っ
ておりません。

水産研究・教育機構

水産資源研究所 図書資料館

発行 令和４年１０月

金沢区地域振興課
横浜市金沢図書館

申込方法

横浜市立大学
学術情報センター

問い合わせ先に記載の横浜市立大学地域貢
献センターヘ、電話、FAX、ウェブ申込のいずれ
かにてお申込みください。

横浜市立大学学術情報センター
（金沢八景キャンパス）

瀬戸２２－２ 金沢八景キャンパス

☎787-2076 fax787-2079

横浜市立大学エクステンション講座

（学術情報ｾﾝﾀｰ所蔵資料活用講座）

「近現代著名人の書簡を読む」
11月29日(火)13:15～16:00

本学卒業生から寄贈を受けた、与謝野晶子ら
近現代の著名人の書簡について、コレクショ
ンの概要や主な書簡の見所を解説します。ま
た、それらの書簡について本学学生が調査、
研究を行った内容を、学生自らが撮影した画
像と共に報告します。
当日は、上記の講演のほか、学術情報セン
ター及び同センター所蔵資料の紹介や、講演
等で使用した資料をご覧いただける見学会を
行います。

問い合わせ先：
公立大学法人横浜市立大学地域貢献セン
ター （※受付は平日9：30～16：30）

TEL 045-787-8930 FAX 045-701-4338
E-mail: exten@yokohama-cu.ac.jp

福浦２－１２－４ ☎788-7609

定員

会場

大学・博物館・研究所 ほか

５０ 人対象 一般

かなざわ大人の
ライブラリーツアー２０２２

11月5日（土）11:00～12:00
学術情報センターのサービスのご案内と、
会社史や地方史等のコレクションも保管す
る書庫をご覧いただけるツアーです。

神奈川県内在住・在勤の１８歳以上

横浜市立大学学術情報センター

先着 １５ 人

１0月１3日（木） ９：３０～
金沢図書館カウンター、

または電話（784-5861）

事前申込

定員

会場

対象

４館合同企画

横浜市立大学
学術情報センター

横浜市金沢図書館
11月13日（日）

①10:00～11:30 ②13:00～14:30
＊内30分は自由閲覧時間

普段は見ることのできない金沢図書館の貴

重資料や書庫内を見学していただきます。

＊ツアーの内容は昨年と同じです。

中学生以上

横浜市金沢図書館

各回 先着 ８ 人

１0月25日（火） ９：３０～
金沢図書館カウンター、

または電話（784-5861）

事前申込

定員

会場

対象

関東学院大学図書館
11月22日（火）10:00～11:00

ツアーでは関東学院大学図書館の紹介と、

所蔵する貴重資料を公開します。

神奈川県内在住・在勤の１８歳以上

（＊高校生を除く）

関東学院大学図書館本館

先着 １５ 人

１1月2日（水） ９：３０～
金沢図書館カウンター、

または電話（784-5861）

事前申込

定員

会場

対象

JAMSTEC
横浜研究所図書館

12月8日（木）10:00～11:30
海洋地球科学に関する研究所の専門図書
館です。今年は人数を絞って開催しますの
で、よりゆっくりと、ディープな世界にご案内
いたします。

神奈川県内在住・在勤の１８歳以上

JAMSTEC 横浜研究所図書館

先着 ５ 人

１1月15日（火） ９：３０～
金沢図書館カウンター、

または電話（784-5861）

事前申込

定員

会場

対象

富岡東３－１４－４７ ☎ 294-2947

2022年一番の思い出を
紙芝居にしよう！

11月13日(日) 11:00～15:00
２０２２年、どんな年でしたか？
運動会、夏休み…たくさんの思い出の中から一
番を選んで、自分だけのオリジナルミニ紙芝居
を作りましょう。
持ち物：①今年一番の思い出

②使いたいペンや紙がありましたらお
持ちください。

富岡サロン
ジュピのえんがわ

要、ジュピのえんがわへ

子どもから大
人まで

１０ 人定員

事前申込

対象
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