
（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

令和３年３月～
令和４年１月

全館 -

春　4/20～5/16
夏　7/20～8/31

全館 -

6/2～7/25 全館 1,585人

6/13 -
202人
（会場）

６月～２月 10館 -

7/21～8/31 全館 -

８月～３月 ９館 -

（鶴見）9/16、22、30
（旭）10/14、21、11/4
（中）11/24、12/1、8

３館 延べ99人

11月～３月 ７館 延べ169人

　(２)　中央図書館の主な事業 ※YLSはヨコハマライブラリースクールの略

開催日 会場 参加人数

4/1～5/5 １階～５階 -

7/13～8/9 １階展示コーナー -

7/28 ５階会議室 9人

8/28 地下１階ホール
61人

（会場）

10/12～11/14 １階展示コーナー -

11/16～12/19 １階展示コーナー -

11/27
５階会議室

／Zoom
38人

12/16 ５階会議室 24人

12/21～1/30 ３階展示コーナー -

1/12～30 １階展示コーナー -

1/22 ５階会議室 22人

2/5
５階会議室

／Zoom
20人

2/22 西区YouTubeチャンネル
でライブ配信 -

3/1 地下１階ホール 70人

3/30 大階段下 -

展示「横浜1950　躍動する都市の肖像」

教科書展示会

展示「100周年！図書館×市営交通」（主催：交通局、協力：市電保存館）

展示「神奈川新聞で振り返る横浜市立図書館100周年」
（主催：神奈川新聞社）

第４回ＹＬＳ「広報映像に見る都市横浜の高度成長とその後」
〔講師：岡田直氏（横浜都市発展記念館）〕

第５回ＹＬＳ「“First One Mile Mobility”が実現する社会」（協力：温暖化対策統
括本部）〔講師：鶴巻日出夫氏、佐藤俊氏（株式会社FOMM）〕※動画配信（当日のみ）

西区読書活動推進講演会「元ラグビー日本代表に学生が聞く読書から学ん
だリーダーシップ」〔講師：廣瀬俊朗氏（株式会社HiRAKU）〕※動画配信（当日・後日）

第６回ＹＬＳ「横浜市立大学市民医療講座　このつらい痛み、なんとかならな
い？」（協力：横浜市立大学）
〔講師：北原雅樹氏（横浜市立大学附属市民総合医療センターペインクリニック）〕

移動図書館「はまかぜ２号」初披露！

野毛山動物園開園70周年・横浜市立図書館開業100周年パネル展

100周年記念事業「こどもるりゆーる～針と糸でつづる本づくりの教室～」

バリアフリーの布絵本展ｉｎ横浜市中央図書館　～すべての子どもたちのため
に～（協力：障害者スポーツ文化センター横浜ラポール）

横浜市立図書館開業100周年記念 令和３年度第１回ＹＬＳ
「中村高寛監督が語る図書館活用術　あの映画はこうして作られた！」
〔講師：中村高寛氏〕※動画配信（後日）

展示「電動車椅子サッカーを知ろう！障害者スポーツを知ろう！」
（協力：F・マリノススポーツクラブ）

第２回ＹＬＳ「コロナ禍に情報を見極める力～日刊新聞発祥の地からSNS社会
のジャーナリズムを考える」　※関連展示・フロアレクチャーも実施（協力：ニュース
パーク（日本新聞博物館））〔講師：尾高泉氏〕※動画配信（当日のみ）

第３回ＹＬＳ「起業チャレンジセミナー」
（協力：横浜企業経営支援財団、日本政策金融公庫）

企画展示「横浜市立図書館100年のあゆみ」

企画展示「#100ページ目のことばたち」
＊中央・鶴見・神奈川・中・南・磯子・港北・緑・都筑・泉図書館で実施

なつやすみ図書館ｄｅビンゴ～さがして！読んで！しおりをゲット！
（協力：交通局・野毛山動物園）

企画展示「読んでみようこんな本」

内容（タイトル）・講師

内容（タイトル） ・講師

テアトル図書館へようこそ！みんなのまちの図書館が寄席に変身！
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）〔講師：桂宮治氏〕
＊中央・鶴見・神奈川・南・港南・山内・戸塚図書館で実施

「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〕

展示「誕生10周年目！横浜DeNAベイスターズ×開業100周年！横浜市立図
書館」　＊中央・神奈川・中・南・磯子・金沢・緑・都筑・泉図書館で実施

横浜市立図書館100周年記念式典・記念講演会「つなぐ　とどける　そこに
本」〔講師：鈴木敏夫氏・永塚あき子氏（スタジオ・ジブリ）〕※動画配信（当日・後日）

＊ 市立図書館が令和３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。

＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとって開催した。

＊ 「※動画配信」とある事業はP.５参照。
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　(３)　地域図書館の主な事業

館名 開催日 参加人数

8/4、8/5 延べ23人

9/16、9/22、9/30 延べ22人

10/29 12人

11/6、11/13 延べ39人

2/19撮影 動画配信

10/28～1/31
再生回数

478回

①11/9～15
②11/10

②70人

12/25 27人

3/8～31 -

3/26 29人

5/19 13人

7/22延べ２回 延べ22人

7/28～30
延べ３回

延べ21人

8/3 10人

11/24、12/1、12/8 延べ37人

6/18、10/15、
2/18

延べ57人

7/29、8/5 延べ21人

9/25 33人

11/27 50人

12/9 18人

鶴見

神奈川

中

南

南区読書活動推進講演会「物語を描く　―佐竹美保講演会―」
（主催：南区地域振興課）〔講師：佐竹美保氏〕

作ってみよう紙芝居（協力：かみしばい・いっぽ）〔講師：片岡直子氏〕

相続・遺言講座〔講師：清水良治氏（神奈川県行政書士会　南・港南支部）〕

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「雑貨コレクターのうちの中」
（主催：南区地域振興課）〔講師：森井ユカ氏〕

インドネシアの影絵と音楽「せいやのおはなし」
（主催：神奈川区民文化センターかなっくホール）〔講師：川村亘平斎氏〕

横浜市立図書館100周年記念写真パネル展「路面電車が走った時代　神奈川区い
ま・むかし」（協力：横浜市電保存館、しでんの学校）

横浜市立図書館100周年記念講演会「神奈川を走った市電の歴史」
（協力：横浜市電保存館）〔講師：武藤隆夫氏〕

大人のためのおはなし会

おもしろい本・たのしい本しょうかいします！

「わらべうたと絵本の会」ボランティア講座（全３回）〔講師：石川道子氏〕

図書館deYES 竹とどんぐりでかざぐるま工作
(主催：温暖化対策統括本部）〔講師：NPO法人神奈川県環境学習リーダー会〕

神奈川区読書活動推進講演会「「なぜ？」から始まる思考力の育て方」
（主催：神奈川区地域振興課）〔講師：尾崎好美氏（筑波大学サイエンスコミュニケーター）〕
※動画配信のみ（後日）

①企画展示「秋の火災予防運動」／②起震車で地震体験！（協力：神奈川消防署）

めざせ！図書館マスター

求む！１日図書館員

「わらべうたと絵本の会」ボランティア講座（全３回）〔講師：石川道子氏〕

読み聞かせボランティア講習会（初心者向け）

鶴見歴史の会　連続講座①「鶴見商店街の歴史」②「古文書に見る旧東海道筋の
村々」〔講師：鶴見歴史の会会員〕

つるみ読書講演会「ニホン語に住む私たち～台湾生まれの私の場合～」
（主催：鶴見区地域振興課）〔講師：温又柔氏（作家）〕※動画配信のみ（後日）

内容（タイトル）・講師

鶴見図書館

「鶴見歴史の会 連続講座」 神奈川図書館

「起震車で地震体験」

中図書館

「竹とどんぐりでかざぐるま

工作」

南図書館

「物語を描く

―佐竹美保講演会―」
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館名 開催日 参加人数

7/28、8/4
延べ５回

延べ73人

8/4 11人

11/3 31人

12/22、3/30 延べ31人

3/9 17人

7/28～30
延べ３回

延べ27人

10/27 15人

11/17 10人

令和４年3/31
～5/8

再生回数
740回

令和４年3/31
～5/8

再生回数
86回

4/25、11/20
延べ４回

延べ68人

10/14、10/21、11/4 延べ40人

10/26～11/28 -

2/3ほか延べ17回 延べ40人

3/24 10人

8/31、12/14 延べ22人

9/1～30 -

10/12～11/14 -

10/19 8人

1/12～24 -

8/27 14人

10/2～24 -

11/7 53人

11/20 23人

①12/18
②12/8～26

①34人

港南

保土ケ谷

旭

磯子

金沢
多言語によるおはなし会「いろいろな国のことばで読み聞かせを楽しもう」
（主催：金沢国際交流ラウンジ）

郷土関係講演会「横浜の大名 米倉家の幕末・明治」
（主催：横浜市歴史博物館）〔講師：小林紀子氏〕

①郷土講演会「金沢区の考古学 野島貝塚と中世のやぐら」〔講師:浪形早季子氏〕
②企画展示「金沢区のやぐら」　（主催：横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター）

おいしいおはなしよみきかせ会（主催：磯子区福祉保健センター福祉保健課）

企画展示「大正時代の横浜」

企画展示「自殺予防展示　いのちを守る、支える」（主催：磯子区福祉保健センター高齢・
障害支援課）

企画展示「スイッチON磯子パネル展示　第４期磯子区地域福祉保健計画がスタート」
（主催：磯子区福祉保健センター福祉保健課）

夏の特別おはなし会「こわ～いおはなし会」

企画展示「JAMSTEC50年の軌跡」（主催：国立研究開発法人海洋研究開発機構）

講座「高齢者に絵本を届けよう～広げよう絵本の世界～」（主催：保土ケ谷区地域振興
課）〔講師：吉岡真由美氏〕※動画配信のみ（後日）

かみしばいの会

「わらべうたと絵本の会」ボランティア講座（全３回）〔講師：石川道子氏〕

ひとこと感想―おすすめ本はこちら―　＊利用者から本の感想を募集して掲示

いちばんちいさなおはなし会

大人のためのおはなし会

学校図書館・本の修理講座

一緒に声を出そう！音読の会（主催：保土ケ谷区地域振興課）

大人のためのおはなし会

保土ケ谷区読書活動推進講演会「～本の背景を語り尽くす～」
（主催：保土ケ谷区地域振興課）〔講師：平松洋子氏（作家）〕※動画配信のみ（後日）

なつやすみ！いろんなたのしい本をしょうかいします！

港南図書館deYES 道志水源林の丸太を使って丸太切り体験と工作をしよう！
（主催：温暖化対策統括本部）〔講師：NPO道志水源林ボランティアの会〕

はまっ子読書の日記念とくべつブックトーク

ボランティア向け　絵本の読み聞かせ講座

春・冬とくべつおはなし会

図書館のお仕事体験

内容（タイトル）・講師

港南図書館

「 道志水源林の丸太を使って丸太切り

体験と工作をしよう！」

保土ケ谷図書館

「図書館のお仕事体験」

磯子図書館

「おいしいおはなしよみきかせ会」

－ 31 －



館名 開催日 参加人数

7/2～25 -

募集6/25～7/20
展示11/5～12/19

投票1571人

10/24 18人

2/7～20 -

令和４年3/16
～5/22

-

8/5 7人

11/13～30 -

11/19 8人

1/4、1/5 延べ51人

3/26 10人

4/22ほか
全11回

延べ235人

4/24、11/13 延べ32人

6/10、12/3、
3/17

延べ35人

2/2、2/9 延べ14人

3/13 101人

4/22ほか
延べ８回

延べ426人

7/3ほか
延べ７回

延べ106人

11/14、
11/18～20

延べ313人

12/1～24 -

①3/4～18
②2/20～3/18

再生回数
330回

港北

緑

山内

都筑 つづきブックフェスタ2021（ライブラリーナイト、写真展、講演会「落語で笑って元気！」
〔講師：桂文我氏・長野ヒデ子氏〕、ワークショップ等）

ポポラ　子育て支援センターでのおはなし会

みゃーごとちゅーずのおでかけ図書館

ＰＯＰ展示　都筑区中高生による本の紹介展示

①オンライン郷土講演会「都筑の民家とくらし」〔講師：刈田均氏（横浜市歴史博物館）〕
※動画配信のみ（後日）　②関連資料展示　（主催：都筑区地域振興課）

横浜市立図書館100周年記念「春の十日市場歴史散歩～江戸の村人祈祷の地を訪
ねて～」〔講師：相澤雅雄氏（地域史研究家）〕

おはなしごっこ０１２（協力：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「青山美智子トークショー　本との出会い」
（主催：青葉区役所）〔講師：青山美智子氏（作家）〕　※動画配信のみ（当日）

はじめてのＺｏｏｍ体験講座（全２回）〔講師：佐藤貴美氏（認定NPO法人市民セクターよこは
ま）〕

あざみ野ブックカフェ

英語のおはなし会

緑区読書活動推進事業「中高生ボランティア体験～図書館員になってみよう～」

企画展示「おみくじ本～今年のはじまりは、この本から～」

緑区読書活動推進事業「中高生選抜！私の推し本」展

女性としごと応援デスク＠緑図書館「自分を癒す処方箋～働く女性のメンタルヘルス
～」〔講師：井口和子氏（臨床心理士・産業カウンセラー）〕

障がいのあるお子さんとそのご家族の写真展（主催：港北区地域振興課）

企画展示「マリノスと港北」(協力：F・マリノススポーツクラブ)

パネル展「港北むかしの写真展」

「港北の小学生がえらぶ本」募集と結果発表展示

港北ふるさと映像上映会

内容（タイトル）・講師

港北図書館

「港北の小学生が

えらぶ本」展示

緑図書館

「春の十日市場歴史散歩」

山内図書館

「青山美智子トーク

ショー」

都筑図書館

読書活動推進講演会「落語で

笑って元気！」
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館名 開催日 参加人数

5/19
ほか全15回

延べ209人

11/12 65人

11/18 34人

12/2 24人

1/7 25人

7/2～14 -

7/28 7人

10/28 7人

12/4 66人

1/12～31 -

4/3ほか
延べ16回

延べ245人

4/28ほか
延べ17回

延べ84人

5/13ほか
7回

延べ54人

11/27
12人

（会場）

3/23 11人

8/25 10組

①10/24
②9/29～10/28

①8人

12/1～19 -

12/7、12/14 延べ16人

1/6～31 -

戸塚

栄

泉

瀬谷

新年開運図書館みくじ

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
(土曜おはなし会・日曜おはなし会)

消防自動車がやってくる！？夏休みスペシャルおはなし会

①講演会「～三省堂の辞書作りと共に振り返る～国語辞書の歴史・現在・未来」〔講師：
山本康一氏（株式会社三省堂）〕　②パネル展示「三省堂の辞書作りの歴史」

パネル展「相模鉄道キャラクターそうにゃんの絵本展」（協力：相模鉄道株式会社）

講座「まずはここから！絵本の読み聞かせのコツのコツ」（全２回）

行政書士講座「ものしり講座『成年後見制度と遺言』～これからの人生を自分の意志で
生きるためにやるべきこと～」〔講師：岩下文氏（神奈川県行政書士会戸塚支部）〕

ＳＡＫＡＥＳＴＡ開所・横浜市立図書館100周年2021記念講演会「栄の遺跡」
（主催：栄区地域振興課）〔講師：鹿島保宏氏（横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター）〕

企画展示「栄消防署をしろう！」（協力：栄消防署）

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〕

横浜市立図書館100周年記念講演会「のびる地下鉄　戸塚⇔湘南台間～計画から開
業まで～」（主催：交通局）〔講師:村田守廣氏〕※動画配信（後日）

戸塚区読書活動ステップアップ講座「子どもと楽しむ科学絵本」
（主催：戸塚区地域振興課）〔講師:増本裕江氏 ・渡部美帆氏(科学読物研究会)〕

とつかのむかしばなし紙芝居口演『紅葉滝』＆『正助のわらじ』
（協力：紙芝居一座さかえ）〔演者:大石高広氏〕

０歳からの絵本に親しむ講座

新春ミニコンサート「親子で楽しむ津軽三味線」〔奏者:山下靖喬氏〕

企画展示「笑顔で住み続けられるまちづくり（くらしと防災）」（主催：建築局建築防災課）

図書館deYES！石けん教室～人と環境にやさしい石けんを作ってＳＤＧｓを学ぼう～
（主催：温暖化対策統括本部）〔講師：矢田馨氏（太陽油脂株式会社）〕

戸塚区読書活動推進月間　読書講演会「夢をあきらめない」
（主催：戸塚区地域振興課）〔講師:瀬川晶司氏（棋士）〕

内容（タイトル）・講師

戸塚図書館

新春ミニコンサート「親

子で楽しむ津軽三味線」

泉図書館

「はじめての相続・遺言

講座」

栄図書館

講演会「栄の遺跡」

瀬谷図書館

「そうにゃんの絵本展」
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　(４)　周年事業
館名 内容（タイトル）・講師 開催日 参加人数

開館35周年記念港南歴史講座①「日野の石造常夜灯を追って―大山信仰と
大山詣の道―」〔講師：遠藤吉隆氏〕／②「わがまち港南の石仏たち―石仏の見
方・楽しみ方―」〔講師：陶山誠氏〕（主催：港南歴史協議会）

①9/18
②3/26

①17人
②16人

開館35周年記念マスコットキャラクター名前募集 10/1～11/28 494件

横浜市立図書館100周年・港南図書館35周年特別企画展示「井上ひさし展
～ふかいことをおもしろく～」（協力：井上事務所、県立神奈川近代文学館、こまつ座、仙
台文学館、人形劇団ひとみ座、山形県川西町遅筆堂文庫）

11/3～12/7
延べ

1,701人

開館35周年記念講演会「わが友　井上ひさし」
（主催：港南区地域振興課）〔講師：小川荘六氏〕

11/23 94人

開館35周年記念「みんなで育てよう　読書の木」 12/1～1/31 103枚

開館35周年記念テーマ展示「港南図書館開館年の昭和62年（1987年）によく
読まれていた本」

1/4～31 -

開館35周年記念イベント「マスコットキャラクター名前〈こうなんうさぽん〉発表」 1/21 40人

横浜市立図書館100周年＆旭図書館35周年
読書ノートプレゼントキャンペーン

6/13～7/11 -

旭図書館35周年記念配信「最首悟氏講演会　やまゆり園事件におもうこと」
〔講師：最首悟氏〕※動画配信のみ（後日）

11/30～12/28
再生回数
1,310回

横浜市立図書館100周年＆旭図書館35周年オンライン講演会
「小説家たち、図書館を語りつくす！」（主催：旭区地域振興課／協力：東京創元
社）〔講師：青崎有吾氏、大崎梢氏、森谷明子氏／ファシリテーター：神原佳史氏（東
京創元社）〕※動画配信のみ（当日・後日）

2/26
57人

（当日）

港南
（35周年）

旭
（35周年）

港南図書館

「井上ひさし展～ふかいことをおもしろく～」

旭図書館

オンライン講演会「小説家たち、図書館を語りつくす！」

【コラム】図書館の表彰
令和３年４月、金沢図書館が「令和３年度子供の読書活動優秀図書館」として表彰されました。

この表彰は、子どもの読書活動について特色ある優れた実践を行っている学校・図書館・団体及び

個人に対し、その実践をたたえるものです。

「金沢区読書活動推進目標」のもと、区役所や区内の各種

施設、学校と積極的に連携して地域の読書活動推進に取り組

んでいます。

「多言語おはなし会」では、地域の外国籍の方に絵本の

読み手を依頼し、同じ本を司書や地域の学生ボランティア

が日本語で読みます。様々な国の言葉や絵本に触れられる

機会として毎回好評を得ているほか、地域の読書活動の

担い手拡大にもつながっています。

また、子どもの身近な場所での読書を推進するため、

学校連携事業も積極的に行っています。 多言語おはなし会の様子
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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 17 133 3 92 20 2 4

鶴　見 30 291 6 148 36 23 63

神奈川 17 214 - - 17 - -

中 53 478 - - 53 37 123

南 37 262 - - 37 25 95

港　南 100 1,408 1 11 101 85 279

保土ケ谷 35 296 - - 35 1 4

旭 91 564 9 159 100 64 159

磯　子 32 119 - - 32 - -

金　沢 38 433 23 695 61 3 12

港　北 63 805 - - 63 44 131

緑 25 235 - - 25 15 20

山　内 109 829 17 287 126 110 261

都　筑 55 425 21 427 76 5 12

戸　塚 44 508 - - 44 24 84

栄 24 121 - - 24 11 33

泉 40 392 - - 40 22 68

瀬　谷 34 559 4 50 38 26 64

総　数 844 8,072 84 1,869 928 497 1,412

令和２年度 601 5,829 52 978 653 339 908

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。

鶴見図書館「夏の夜の怖～いおはなし会」 都筑図書館「子育て支援センターポポラ

パパと楽しむ夏のおはなし会」
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（６）　保護者向け、施設職員向け講座　　[（　）内は令和２年度実績]

実施会場 参加人数（人） 備考

図書館内 3(4) 52(91)

地域施設等 20(11) 290(112)
子育て支援拠点、
地域ケアプラザ、
コミュニティハウス等

図書館内 0(0) 0(0)

地域施設等 0(0) 0(0)

（７）　ボランティア向け講座　　[（ ）内は令和２年度実績]

実施会場 参加人数（人） 備考

図書館内 20(16) 216(175)

地域施設等 15(9) 196(98)
地区センター、
地域ケアプラザ等

図書館内 8(11) 64(94)

地域施設等 1(0) 8(0)
横浜市社会教育コー
ナー

図書館内 10(33)

（８）　ボランティア活動実績　　[（　）内は令和２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 12(10) 474(300) 205(170)

ボランティアのみ 12(14) 938(608) 292(169)

9(2) 99(48) 26(11)

14(14) 3,575(2,826) 997(760)

10(9) 1,930(1,218) 1,120(662)

2(3) 264(193) 177(161)

4(2) 38(8) 6(2)

1(1) 62(41) 10(6)

内容 回数（回）

読み聞かせ・わらべうた 23(15)

図書修理 0(0)

実施内容 回数（回）

読み聞かせ・わらべうた等 35（25)

図書修理 9(11)

その他（書架整理等） 1(2)

活動内容 備考

おはなし会

おはなし会参加者数
2,042人　(1,801人)

3,389人 (1,961人)

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
481人(231人)

自主企画事業

その他

図書修理
総修理冊数
12,646冊(9,811冊)

書架整理

環境整備 (内容)生け花の展示、庭の手入れ

磯子図書館「学校図書館・本の修理講座」旭図書館「おはなし会ボランティア養成講座」
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館名 名称 発足年月 実施回数 備考
よこはまライブラリーフレンド 平成７年10月 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
西区読書ボランティア交流会 平成31年３月 中止

鶴見 つるみっこ絵本広場協力スタッフ定例会 － 12
神奈川図書館懇談会 平成22年11月 中止
図書修理ボランティア交流会 平成28年11月 中止
書架整理ボランティア交流会 平成21年９月 中止
中図書館おはなしボランティア懇談会 平成23年２月 中止
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
南図書館を囲む会 平成22年６月 1 紙面による

おはなしボランティア交流会 平成22年度 中止
おはなし南（なん）の会との懇談会 平成23年度 中止
市民グループ「子どもと本」との懇談会 平成30年度 中止
図書修理ボランティアとの懇談会 平成23年度 中止
港南図書館懇談会 平成21年12月 1
書架整理ボランティア懇談会 平成30年５月 1
図書修理ボランティア懇談会 令和３年３月 1
港南区読書活動推進連絡会 令和３年７月 1
保土ケ谷図書館懇談会 平成23年３月 1 紙面による

読み聞かせ学校ボランティア交流会 － 1 紙面による

旭図書館いきいきボランティア交流会 平成22年10月 中止
旭区読み聞かせボランティア交流会 － 中止
読み聞かせボランティア交流会（親子） － 中止
読み聞かせボランティア交流会（こども） － 中止
磯子図書館利用者懇談会 平成22年10月 中止
読み聞かせボランティア交流会 － 中止
書架整理ボランティア交流会 平成23年３月 中止
金沢図書館懇談会 平成23年１月 中止
金沢区学校ボランティア交流会 平成23年２月 1
金沢図書館修理ボランティア懇談会 平成23年６月 1 紙面による

金沢図書館書架整理ボランティア懇談会 平成27年６月 1 紙面による

港北図書館友の会定例会 平成22年６月 7
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
港北図書館修理ボランティア懇談会 平成23年３月 1
読み聞かせボランティア交流会 平成29年８月 中止
緑図書館読み聞かせボランティア打ち合わせ会 平成19年１月 1
学校ボランティア交流会 平成21年３月 1 紙面による

緑図書館修理ボランティアのつどい 平成24年２月 中止
緑区読書活動推進連絡会 平成27年１月 1 紙面による

利用者フォーラム 平成22年７月 1
団体貸出連絡会 － 1 紙面による

読書関係団体交流会 平成28年２月 1
おはなし会ボランティア打ち合わせ － 中止
学校図書館ボランティア大交流会 平成23年度 1
都筑図書館から未来を描く協働の会（TMEK） 平成24年12月 10
都筑区読書活動推進懇談会 平成26年8月 2 3月は紙面開催

戸塚区読書活動推進懇談会 平成27年10月 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
戸塚図書館利用者懇談会 平成22年３月 2

栄 栄区読書活動推進連絡会議 平成26年７月 1 紙面による

いいとこづくり委員会 平成22年６月 中止
泉区読み聞かせボランティア交流会 － 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
瀬谷区読書活動推進懇談会 平成26年10月 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た。

港　北

(９) 利用者懇談会等実施状況

中　央

神奈川

中

南

保土ケ谷

旭

磯　子

金　沢

港　南

緑

山　内

都　筑

泉

瀬　谷

戸　塚
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