
（表） 企画事業、その他の事業

　(１)　全館・複数館事業

開催日 実施館数 参加人数

6/22～7/26 全館 1,281人

7/21～8/31 全館 -

12月～２月 ９館 延べ211人

（金沢）11/12、19、26
（泉）12/2、9、16

２館 延べ80人

　(２)　中央図書館の主な事業

開催日 会場 参加人数

7/21～8/10 ４階エレベーター前 -

7/28～8/31 １階児童コーナー 217人

8/12～9/7 １階展示コーナー -

8/12～8/26 ４階エレベーター前 -

8/12～9/22 ３階展示スペース -

10/14～11/4 １階展示コーナー -

10/31
５階会議室、

Zoom
29人

11/17～12/20
地下1階階段
下スペース

-

11/25～12/20 ３階展示スペース -

11/26～12/4 ４階エレベーター前 -

11/29
横浜美術館レク
チャーホール、
インスタライブ

164人

12/5
５階会議室、

Zoom
24人

12/11 ５階会議室 20人

1/13～2/14 ４階エレベーター前 -

1/13～2/14 １階展示コーナー -

1/13～2/14 ３階展示スペース -

1/22 地下1階ホール 中止

2/16～3/14 １階展示コーナー -

教科書展示会

企画展示　読んでみようこんな本

内容（タイトル）・講師

横浜市中央卸売市場展示（共催：経済局中央卸売市場本場経営支援課）

内容（タイトル） ・講師

西区地域包括ケアシステム啓発展示
（共催：西区高齢生涯支援課）

西区読書活動推進講演会「読書×スポーツの秋 講演会
為末大が語る 読書・スポーツの魅力」〔講師：為末大氏〕

横浜Ｆ・マリノス×横浜市立図書館企画展示 「知っていますか？電動車椅子
サッカー」（協力：横浜F・マリノス）

ライブラリースクール関連展示「時代を照らす横浜輸出スカーフ意匠」（共催：
横浜市工業技術支援センター）

小・中学生のＰＯＰ展示～西区の子どもたちのおすすめの本～

第１回ライブラリースクール「富士山頂で空飛ぶマイクロプラスチックをつかま
える」〔講師：大河内博氏（早稲田大学理工学術院・創造理工学部教授）〕

健康づくり情報パネル展示（共催：西区福祉保健課）

新市庁舎開庁記念　歴代横浜市役所をたどる　貴重資料＆パネル展示（協
力：総務局、建築局）

なつやすみ 図書館deビンゴ大会　＊本を読んでビンゴに参加

企画展示「楽しもう！パラスポーツ」
（共催：市民局オリンピック・パラリンピック推進課、障害者スポーツ文化センター横浜ラ
ポール）

第２回ヨコハマライブラリースクール「アーカイブ資料が語る横浜輸出スカーフ
の昭和」〔講師：山﨑稔惠氏（関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科　教
授）〕

第３回ヨコハマライブラリースクール「第２の人生で起業という選択！起業チャ
レンジセミナー」〔講師：（公財）横浜企業経営支援財団、日本政策金融公庫〕

展示「外来種問題ってなに？」（共催：環境創造局政策課）

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

絵本とわらべうたの会ボランティア講座〔講師：石川道子氏〕

第４回ヨコハマライブラリースクール「ピロリ除菌で胃がん予防」〔講師：須江聡一
郎氏（横浜市立大学附属病院次世代臨床研究センター/消化器内科　助教）〕

展示「英国小説の世界」
（共催：市民局オリンピック・パラリンピック推進課）

パネル展示「性的少数者を知る　多様な性について考えよう」(共催：市民局人
権課)

高速横浜環状南線パネル展示（共催：道路局横浜環状線道路調整課）

＊ 市立図書館が令和２年度に実施した事業からの抜粋。

＊ 講師名の記載がないものは、各図書館司書が講師を務めた。
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開催日 会場 参加人数

2/16～3/14 ４階エレベーター前 -

2/20
５階会議室、

Zoom
20人

2/25～4/18
地下1階階段
下スペース

-

3/16～3/28 ４階エレベーター前 -

　(３)　地域図書館の主な事業

館名 開催日 参加人数

10/14、1/28 延べ19人

1/30、1/31、2/7 延べ28人

2/4 7人

2/21 12人

3/7 51人

9/8～9/30 -

10/6　延べ2回 延べ39人

11/8　延べ2回 延べ80人

11/10 9人

1/30 23人

9/27 9人

10/27ほか
延べ10回

延べ141人

11/28、1/26 延べ25人

1/13～2/9 -

2/16～3/14 -

ヨコハマライブラリースクール関連展示「地理空間情報を用いてヒートアイラン
ド現象を知る！」

本牧歴史講座「本牧を愛した文豪たち」
〔講師：横浜市八聖殿郷土資料館 相澤竜次氏〕

パネル展示「五雲亭貞秀の描く開港場横浜風景」

パネル展示「性的少数者を知る　多様な性について考えよう」(共催：市民局人権課)

パネル展示「性的少数者を知る　多様な性について考えよう」(共催：市民局人権課)

定例おはなし会（消防のおはなし会）（共催：神奈川消防署）

おひざにだっこのおはなし会

内容（タイトル）・講師

第５回ヨコハマライブラリースクール「地理空間情報を用いてヒートアイランド
現象を知る！」〔講師：大西暁生氏（横浜市立大学データサイエンス学部　教授）〕

横浜Ｆ・マリノス×横浜市立図書館企画展示「ＫＩＣＫ ＯＦＦ前Ｆ・マリノス」（協
力：横浜F・マリノス）

初心者向け本の修理講習会

図書館で旅行気分♪多文化理解教室（全３回）
〔講師：ベトナム、韓国、イランの留学生〕（共催：横浜市国際学生会館）

鶴見区内小学校読み聞かせボランティア交流会

鶴見郷土講演会「沖縄にルーツを探る旅を続けて」〔講師：沼尾実氏〕

内容（タイトル）・講師

展示「みんなで知ろう発達障害」（共催：教育委員会事務局特別支援教育課）

つるみ読書講演会「バレエときどき読書」
〔講師：斎藤友佳理氏〕（共催：鶴見区地域振興課）

秋の紙芝居まつり〔講師：紙芝居師・ニコニコ亭みゅうみゅう氏〕

定例おはなし会（消防のおはなし会・第2弾）（共催：神奈川消防署）

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

森の中のプレイパーク　めざせ名探偵　森のパズルを解き明かせ
〔講師：（公社）日本シェアリングネイチャー協会公認ネイチャーゲームリーダー〕　（共催：環境創
造局みどりアップ推進課）

鶴見

神奈川

中

南図書館「読書活動推進講演会

私が書き続けた横浜の光と闇」
鶴見図書館「図書館で旅行気分♪多

文化理解教室」
神奈川図書館「秋の紙芝居まつり」
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館名 開催日 参加人数

9/11ほか
延べ10回

延べ132人

10/26ほか
延べ2回

延べ44人

10/8、11/28 延べ93人

11/5 17人

12/2 18人

8/13　延べ３回 延べ26人

10/29 23人

11/28 62人

1/24 35人

2/10、2/24、3/3 延べ66人

7/3～9/4 延べ284人

10/28 13人

11/19ほか
全３回

延べ21人

2/16～2/28 -

3/5 34人

8/1～8/31 -

9/25～10/22 -

10/14、10/21 4人

11/21延べ２回 延べ54人

2/1～2/8 -

8/27～10/2 -

9/1～9/30 -

9/2～9/14 -

10/20～11/23 -

1/31 33人

読み聞かせボランティア講座
〔講師：平田美恵子氏〕（共催：南区地域振興課)

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

港南区読書活動推進事業「親子で楽しむわらべうた」
〔講師：藤平等子氏〕（共催：港南区地域振興課）

本のおたのしみパック(おとな向け・子ども向け)

内容（タイトル）・講師

声を出そう！音読の会（共催：保土ケ谷区地域振興課）

学校図書修理ボランティア初級講座（共催：保土ケ谷区地域振興課）

展示「本が泣いています」

大人のためのおはなし会（協力：横浜おはなしムギの会）

南区読書活動推進講演会「まっさんの絵本ライブ」〔講師：平田昌広氏〕

「私が書き続けた横浜の光と闇-34年間の裏話」〔講師：山崎洋子氏〕(共催：南区地域振興
課）

ここが変わった！相続・遺言講座
〔講師：井川恭弘氏〕（協力：神奈川県行政書士会）

なつやすみ！いろんなたのしい本をしょうかいします！

おとなが楽しむおはなし会（共催：おはなし・にこっと）

令和２年度読書活動推進講演会「好きこそものの上手なれ～動物画家　薮内正幸に
ついて～」〔講師：藪内竜太氏〕（共催：港南区地域振興課）

郷土史講演会「南区の知られざる先人たち」
〔講師：吉田欣司氏(南区郷土の歴史研究会)〕

企画展示「おいしいおはなし」（共催：磯子区福祉保健センター）

企画展示「災害に備える」（共催：建築局建築防災課）

企画展示「認知症をもっと知ろう」（共催：磯子区高齢・障害支援課）

磯子区読書活動推進講演会「読書と根岸湾、ときどき子ども」
〔講師：小杉啓司氏（東戸塚小学校教諭）〕（共催：磯子区地域振興課）

行政書士による終活講座「エンディングノートってなに？　～わたしのこれまで、そして
これから～」〔講師：神奈川県行政書士会横浜中央支部　海原比呂志氏（海原行政書士事務
所）〕

こどもの本の福袋

ブックカバープレゼント　新しい生活様式のための読書キャンペーン

講座「まずはここから！絵本の読み聞かせコツのコツ」

かみしばいの会〔演者：紙芝居おじさん・としょくん〕

旭区役所展示「旭図書館ボランティアをご紹介」

企画展示「横浜の建築」

南

港南

保土ケ谷

旭

磯子

山内図書館

「おはなし

ごっこ012」

旭図書館

「ブックカバー

プレゼント」

磯子図書館

「企画展示 横浜

の建築」
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館名 開催日 参加人数

8/23 15人

8/28 15人

10/4、10/11 延べ58人

11/12ほか
全３回

延べ45人

1/14～1/28 -

2/27 27人

10/16 14人

1/16～1/21 -

2/1～2/7 -

2/10～2/25 -

3/2～3/26 -

8/5 5人

12/3 9人

12/5 17人

12/10～3/31 延べ4,104人

1/21 14人

9/17、12/17 延べ21人

10/22ほか
全6回

延べ95人

11/7 14人

12/12、12/19 延べ13人

12/20
延べ68人
（会場、配

信）

10/6ほか
延べ8回

延べ487人

11/6、1/22 延べ52人

11/19～21 延べ196人

12/4～14 -

1/6～13 延べ101人

講演会「夢の実現～アテネパラリンピック大会競泳銅メダリストに学ぶ『共生社会』と『夢
の大切さ』」〔講師：杉内周作氏〕

夏の特別おはなし会　こわ～いおはなし会

内容（タイトル）・講師

医療関係者応援企画ブルーミズキー　キャンペーン展示
（主催：港北区区政推進課）

みどりアップ・季節のパネル展示（協力：環境創造局みどりアップ推進課）

中高生ボランティア体験

開館25周年記念・緑区読書活動推進事業「オンライン講演会　ラジオDJ・ナレーター
秀島史香氏が語る『今こそ、本のチカラ』」〔講師：秀島史香氏（ラジオDJ・ナレーター）〕

女性としごと応援デスク＠緑図書館「アラフィフ女性のためのライフ＆マネープランニン
グ」〔講師：山崎悦子氏（キャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー）〕

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

開館40周年記念講演会　第1回「未来の図書館をはじめる-金沢文庫と金沢図書館に
育まれて-」〔講師：岡本真氏〕

第2回「大橋新太郎と図書館」〔講師：奥泉和久氏〕

企画展示「直木賞と直木三十五」

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

港北図書館開館40周年記念　植樹式

書写展（協力：港北区学校図書館研究会）

消費生活推進パネル展示（主催：港北区地域振興課）

わらべうたと絵本の会ボランティア講座〔講師：石川道子氏〕

みゃーごとちゅーずのおでかけ図書館

つづきブックフェスタ2020（講演会、展示、ワークショップ）

ポポラ　子育て支援センターでのおはなし会

ＰＯＰ展示　都筑区中高生による本の紹介展示

本の福袋

大人のためのおはなし会

おはなしごっこ０１２（共催：NPO法人語り手たちの会“おはなしごっこ０１２”チームよこはま）

青葉区読書活動推進事業「和田耕治講演会　新型コロナウイルス対策～これまでとこ
れから～」〔講師：和田耕治氏（国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授・医学系大学院教
授）〕（共催：青葉区役所）

絵本の世界を体感！おはなし会

あざみ野ブックカフェ

英語のおはなし会
山内

都筑

金沢

港北

緑
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館名 開催日 参加人数

9/3 8人

11/5 16人

11/12、3/19 -

11/19 33人

12/18 22人

3/18～4/10 延べ383人

9/1～9/30 -

10/30 9人

11/2～11/13 -

2/19 6人

7/15ほか
全36回

延べ148人

9/5ほか
延べ14回

延べ176人

11/20ほか
全５回

延べ38人

12/2ほか
全３回

延べ35人

3/3 6人

10/10 10人

12/8、12/17 延べ６人

12/17～12/27 -

1/6～1/31 -

2/11 35人

０歳からの絵本に親しむ講座

内容（タイトル）・講師

行政書士講座「ものしり講座『遺言』～書き方、使い方、やさしく解説します～」
〔講師：大道栄徳氏〕（共催：神奈川県行政書士会戸塚支部）

企画展示「健康づくり＆ウォーキング推進月間～健康長寿でハツラツ栄！～」
（共催：栄区福祉保健課）

講座「まずはここから！絵本の読み聞かせコツのコツ」

ちいさなちいさなおはなし会

親子で楽しむわらべうた〔講師：阪口道子氏〕

わらべうたと絵本の会ボランティア講座〔講師：石川道子氏〕

おいしい読み聞かせ（共催：戸塚区福祉保健課）

動画「とつか読書チャンネル」図書修理／行ってみよう！はじめて出会う絵本コーナー
公開

戸塚区読書活動ステップアップ講座「ようこそ紙芝居の世界へ～野坂悦子さんの紙芝
居講座～」〔講師：野坂悦子氏〕

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

本のおみくじ　＊対象年齢別のおみくじをひいて当たった本を借りられる

展示「皆で知ろう！自殺予防、認知症、がん検診、結核のポイント」
（共催：栄区福祉保健課）

テアトル図書館へようこそ！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）

戸塚

栄

泉

瀬谷

はじめての相続・遺言講座〔講師：藤野卓氏（神奈川県行政書士会戸塚支部）〕

地域のおはなしボランティアによる親子むけ定例おはなし会

森の中のプレイパーク「めざせ名探偵！森のパズルを解き明かせ！」
〔講師：（公社）日本シェアリングネイチャー協会公認ネイチャーゲームリーダー〕　（共催：環境創
造局みどりアップ推進課）

講座「まずはここから！絵本の読み聞かせのコツのコツ」

読みきかせボランティアさん必見！新しい絵本ご紹介展示

新年開運図書館みくじ

戸塚図書館

「おいしい読み聞かせ」

泉図書館

「はじめての相続・遺言

講座」

栄図書館

「企画展示 健康づくり＆

ウォーキング推進月間」

瀬谷図書館

「テアトル図書館へ

ようこそ！」
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　(４)　周年事業

館名 開催日 参加人数

6/10～6/30 -

9/10～10/12 -

10/14～11/11 -

6/10～6/26、
12/26～12/27

-

10/4 30人

10/11 28人

3/20～7/31 -

中止 -

中止 -

中止 -

中止 -

中止 -

10/16 14人

中止 -

10/14～11/30 -

11/18 -

11/23 延べ523人

12/10～3/31 延べ4,104人

3/13 9人

・講演会「つづき再発見　古代の村の祈り」 11/21 40人

・ワークショップ「絵本の表紙を作ろう」、「みゃーごとちゅーずの缶バッジ屋さん」 11/21 73人

・「みゃーごとちゅーずのおでかけ図書館」お披露目展示 11/19～21 83人

・企画展示「古代の村の祈り」 11/10～30 -

・パネル展示「写真でタイムトラベルinつづき」「TMEK（都筑図書館から未来
を描く協働の会）活動紹介」

11/19～21 -

内容（タイトル）・講師

金沢
（40周年）

企画展示「40周年記念展示　絵本で振り返る40年」

企画展示「40周年記念展示　金沢図書館を支えた本/よみつがれる子どもの本/40年
前の今日を知る」

企画展示「40周年記念展示　アフリカを読む、知る、楽しむ、子どもの本」

開館40周年記念事業「本の福袋」

開館40周年記念講演会　第1回「未来の図書館をはじめる―金沢文庫と金沢図書館
に育まれて―」〔講師：岡本真氏〕

開館40周年記念講演会　第2回「大橋新太郎と図書館」〔講師：奥泉和久氏〕

開館40周年記念お祝いぬりえ「マスコットキャラクターりーどくん」の配布と展示

港北
（40周年）

港北図書館開館40周年記念　読んで知るイギリス展

港北図書館開館40周年記念　イギリスのおはなしをたのしもう

港北図書館開館40周年記念　本を読んで、クイズにチャレンジ！

港北図書館開館40周年記念　こうほく昆虫教室

港北図書館開館40周年　記念式典

港北図書館開館40周年記念　植樹式

港北図書館開館40周年記念　お茶と文学講座

都筑
（25周年）

【都筑図書館25周年記念　つづきブックフェスタ2020】

緑
（25周年）

開館25周年記念郷土写真展「緑区の今昔」

開館25周年記念「緑図書館入口モニュメントの設置」〔協力：葉山登氏（横浜創英大学教
授）〕

開館25周年記念「緑図書館キャラクター　ぶっくまおやこのしおり配布」

開館25周年記念・緑区読書活動推進事業「オンライン講演会　ラジオDJ・ナレーター
秀島史香氏が語る『今こそ、本のチカラ』」〔講師：秀島史香氏（ラジオDJ・ナレーター）〕

開館25周年記念「春の十日市場歴史散歩　江戸の面影を探す小さな旅」
〔講師：相澤雅雄氏（地域史研究家）〕

都筑図書館

「『みゃーごとちゅーずの

おでかけ図書館』お披露目

展示」

緑図書館

「入口モニュメントの設置」

港北図書館

「植樹式」

金沢図書館

「記念展示 金沢図書館

を支えた本」
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（５）　おはなし会

回数 参加人数 回数 参加人数 回数(※2) 人数

中　央 9 88 - - 9 - -

鶴　見 19 168 - - 19 5 16

神奈川 23 289 - - 23 4 4

中 40 381 - - 40 22 40

南 30 279 - - 30 20 89

港　南 83 1,054 - - 83 69 296

保土ケ谷 32 241 - - 32 1 5

旭 57 472 8 137 65 65 132

磯　子 23 84 - - 23 - -

金　沢 21 194 - - 21 - -

港　北 41 437 - - 41 24 73

緑 22 217 11 201 33 33 39

山　内 66 559 8 119 74 56 110

都　筑 24 248 21 477 45 2 1

戸　塚 21 296 - - 21 7 24

栄 15 111 - - 15 1 4

泉 56 372 - - 56 15 49

瀬　谷 19 339 4 44 23 15 26

総　数 601 5,829 52 978 653 339 908

令和元年度 1,206 23,836 617 17,478 1,823 1,169 3,596

館名
図書館内(※1) 地域（出張）

総数（回）
ボランティア参加状況

※2 総数の内数。

※1 併設施設を含む。

神奈川図書館「消防のおはなし会」 港南図書館「冬のとくべつおはなし会」
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（６）　保護者向け、施設職員向け講座　　[（　）内は令和元年度実績]

実施会場 参加人数（人） 備考

図書館内 4(14) 91(279)

地域施設等 11(38) 112(534)
子育て支援拠点、
コミュニティハウス等

図書館内 0(6) 0(16)

地域施設等 0(1) 0(16)

（７）　ボランティア向け講座　　[（ ）内は令和元年度実績]

実施会場 参加人数（人） 備考

図書館内 16(33) 175(496)

地域施設等 9(8) 98(100)
地区センター、
コミュニティハウス等

図書館内 11(20) 94(248)

地域施設等 0(4) 0(56)
地区センター、
幼稚園等

図書館内 33(51)

（８）　ボランティア活動実績　　[（　）内は令和元年度実績]

活動館数（館） 活動延人数（人） 延件数または延日数

司書との協働 10(15) 300(1,050) 170(404)

ボランティアのみ 14(16) 608(2,546) 169(765)

2(2) 48(34) 11(12)

14(15) 2,826(4,737) 760(1,409)

9(11) 1,218(3,318) 662(1,395)

3(2) 193(115) 161(69)

2(12) 8(398) 2(75)

1(1) 41(81) 6(9)

おはなし会以外の読書活動推進
イベント(講座等)

イベント参加者数
231人(46人)

自主企画事業

その他

図書修理
総修理冊数
9,811冊(16,533冊)

書架整理

環境整備 (内容)生け花の展示、庭の手入れ

その他（書架整理等） 2(4)

活動内容 備考

おはなし会

おはなし会参加者数
1,801人　(8,524人)

1,961人 (12,154人)

実施内容 回数（回）

読み聞かせ・わらべうた等 25（41)

図書修理 11(24)

内容 回数（回）

読み聞かせ・わらべうた 15(52)

図書修理 0(7)

保土ケ谷図書館

「学校図書修理ボランティア初級講座ー

いちから学ぶ本の修理－」

南図書館「読み聞かせボランティア講座」
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考備数回施実月年足発称名名館
月01年７成平ドンレフーリラブイラまはこよ 中止

中央図書館読み聞かせボランティア懇談会 平成24年２月 中止
中央図書館図書修理ボランティア勉強会・懇談会 平成23年11月 中止
中央図書館書架整理ボランティア懇談会 平成24年３月 中止

月３年13成平会流交アィテンラボ書読区西 1 オンライン開催

月３年82成平会絡連るめ広を動活書読の区見鶴 中止
－会例定フッタス力協場広本絵こっみるつ 8 8月より再開

月11年22成平会談懇館書図川奈神 中止
月11年82成平会流交アィテンラボ理修書図 中止
月９年12成平会流交アィテンラボ理整架書 中止
月２年32成平会談懇アィテンラボしなはお館書図中 0

中図書館ボランティア　モックの会定例会 平成26年５月 1
月６年22成平会む囲を館書図南 1 紙面による

度年22成平会流交アィテンラボしなはお 中止
度年32成平会談懇のと会の）んな（南しなはお 中止
度年03成平会談懇のと」本ともど子「プールグ民市 中止
度年32成平会談懇のとアィテンラボ理修書図 中止
月21年12成平会談懇館書図南港 1
月５年03成平会談懇アィテンラボ理整架書 1 紙面による

月３年３和令会談懇アィテンラボ理修書図 1 紙面による

月３年32成平会談懇館書図谷ケ土保 1 紙面による

－会流交アィテンラボ校学せか聞み読 中止
月01年22成平会流交アィテンラボきいきい館書図旭 中止

－会流交アィテンラボせか聞み読区旭 中止
－）子親（会流交アィテンラボせか聞み読 中止
－）もどこ（会流交アィテンラボせか聞み読 中止

月01年22成平会談懇者用利館書図子磯 中止
－会流交アィテンラボせか聞み読 中止

月３年32成平会流交アィテンラボ理整架書 中止
月１年32成平会談懇館書図沢金 中止
月２年32成平会流交アィテンラボ校学区沢金 中止
月６年32成平会談懇アィテンラボ理修館書図沢金 中止

金沢図書館書架整理ボランティア懇談会 平成27年６月 中止
月６年22成平会例定会の友館書図北港 6

ひよこのおはなし会ボランティア定例会 平成27年４月 3
月３年32成平会談懇アィテンラボ理修館書図北港 1
月８年92成平会流交せかきみよ 中止

緑図書館読書読み聞かせボランティア打ち合わせ会 平成19年１月 2 紙面による

月２年42成平いどつのアィテンラボ理修館書図緑 中止
月３年12成平会流交アィテンラボ校学 中止
月７年22成平ムラーォフ者用利 1

－会絡連出貸体団 中止
月２年82成平会流交体団係関書読 1

－せわ合ち打アィテンラボ会しなはお 中止
度年32成平会流交大アィテンラボ館書図校学 1
月21年42成平会の働協く描を来未らか館書図筑都 6
月01年72成平会談懇進推動活書読区塚戸 1 紙面による

戸塚図書館おはなしボランティア懇談会 平成23年度 1
月３年22成平会談懇者用利館書図塚戸 2
月７年62成平議会絡連進推動活書読区栄栄 1
月６年22成平会員委りくづこといい 中止

－会流交アィテンラボせか聞み読区泉 中止
瀬谷図書館書架整理ボランティア懇談会 平成24年３月 中止

月01年62成平会談懇進推動活書読区谷瀬 1
※実施回数が「中止」の会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止としました。

緑

山　内

都　筑

泉

瀬　谷

戸　塚

港　北

(９)　利用者懇談会等実施状況 

中　央

鶴　見

神奈川

中

南

保土ケ谷

旭

磯　子

金　沢

港　南
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