
  
 

 
         

@ Lib 子ども読書の日/講座・講演会/テーマ展示 ４月  

※４月の休館日は 16 日(月)です。 

※事前申込の行事について 

ご記入いただいた個人情報は、事業の目的以外には利用しません。

講座・講演会 

２ 

テーマ展示 

■都筑図書館 

特別展示「子どもたちが描くものがたりの世界 
区内小学生による読書感想画展示」 

〔期間〕４/19(木)～26(木) 
〔会場〕都筑区総合庁舎１階区民ホール

■鶴見図書館 

図書館クイズ 
〔内容〕正解するとめいろカードをプレゼント。  
〔期間〕４/20(金)～５/13(日) 

■戸塚図書館 

ウナシーがやってくる 
〔内容〕好きな本を持って、 

「ウナシー」と記念写真が 
撮れます。 

※カメラの用意はありません。 

〔日時〕４/21(土) 各回 30分 
①11:00 ②13:00 ③15:00 

〔定員〕各回当日先着 20 人 

■山内図書館 

企画展示「開館 35 周年記念～ 
35 年、読み継がれる絵本たち」 

〔期間〕４/17(火)～５/20(日)  

■旭図書館 

大人のための紙芝居の会 
～紙芝居おじさんがやってくる！ 
〔内容〕旭区の民話紙芝居を上演します。 

〔日時〕４/28(土)14:00～14:30 

〔定員〕当日先着 30 人 

■港南図書館 

人生の終(しま)いかた講座 
～遺産・相続・成年後見など～ 

〔日時〕５/12(土) 

講座 14:00～15:30 

相談会 15:30～16:30(当日参加者対象・希望者) 

〔申込・定員〕４/12(木)９:30～港南図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 

〔講師〕安友千治氏(神奈川県行政書士会

副会長) 

■都筑図書館 

よくわかる相続と遺言講座 
～身近なまちの法律家・行政書士に聞く～ 
〔日時〕５/18(金)13:00～15:00 

※個別相談は講座終了後、順次ご案内 
〔会場〕都筑区総合庁舎６階大会議室 
〔申込・定員〕４/17(火)９:30～都筑図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕櫻井正明氏(神奈川県行政書士

会企画部) 

■市立図書館全館で 

企画展示「新学期、読んでみようこんな本！」 
〔内容〕市立図書館がおすすめする児童

書をご紹介します。 

中央 ４/17(火)～５/20(日) 

旭 ４/１(日)～５/７(月) 

泉 ４/11(水)～５/13(日) 

磯子 ３/21(水)～４/23(月) 

神奈川 ４/３(火)～30(月・振休) 

金沢 ４/３(火)～30(月・振休） 

港南 ４/４(水)～５/８(火) 

港北 ４/21(土)～５/13(日) 

栄 ４/４(水)～５/８(火) 

瀬谷 ４/11(水)～５/10(木) 

都筑 ４/１(日)～30(月・振休) 

鶴見 ４/20(金)～５/13(日) 

戸塚 ４/１(日)～５/７(月) 

中 ４/11(水)～５/13(日) 

保土ケ谷 ４/７(土)～24(火) 

緑 ４/17(火)～30(月・振休) 

南 ４/７(土)～５/12(土) 

山内 ４/17(火)～５/20(日) 

■港北図書館 

図書修理ボランティア入門講座(全２回) 
〔日時〕５/16(水)、17(木) 

〔対象〕講座終了後、港北図書館で図

書修理ボランティアができる人 

〔申込・定員〕４/24(火)９:30～港北図書

館カウンターまたは電話で。先着 10 人

■鶴見図書館 

歴史講演会「浅野総一郎とその時代」
〔内容〕京浜地区埋立の祖といわれる 

浅野総一郎の功績とその時代について

映像や図書を用いてお話いただきます。

〔日時〕４/27(金)10:00～12:00 

〔申込・定員〕４/11(水)９:30～鶴見図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人

〔講師〕林正己氏(鶴見歴史の会) 

■中央図書館 

日米桜交流 100 周年横浜 

企画展示「春爛漫 
横浜絵葉書に見る桜」 
〔期間〕３/20（火・祝） 

～４/15（日） 

〔会場〕中央図書館 

３階展示コーナー 

子ども読書の日 ４月23日は「子ども読書の日」。市立図書館では、全館で「子ども読書の日」にちなんだ行事を
行います。ぜひご参加ください。※子ども読書の日特別おはなし会は３ページをご覧ください。 

■神奈川図書館 

影絵を楽しむ会 
〔日時〕４/14(土) 

13:00～13:40(予定) 

〔対象〕ひとりで参加できる子～小学６年生

〔定員〕当日先着 30 人 

〔演者〕ボランティアグループ シルエットフェア 

■金沢図書館 

金沢図書館で本をかりてよもう！ 

(読書スタンプラリー) 
〔内容〕スタンプ４つで「りーど」 

のシールプレゼント。     

〔期間〕４/18(水) 

 ～５/15(火) 

こどもの読書週間記念ポスター展示会 
〔期間〕４/18(水)～５/15(火) 

■港北図書館 

読書スタンプラリー 

〔内容〕スタンプを集めて、シールをもらおう。

〔期間〕４/１(日)～５/31(木) 

■旭図書館 

展示「鳥の不思議。大発見!」 
〔期間〕４/17(火)～５/18(金) 

■南図書館 

時代を読む～芥川賞・直木賞を中心に～ 
〔期間〕４/20(金)～５/17(木) 

中央 ４/10(火)～６/８(金) 
旭 ４/20(金)～５/20(日) 

港北 ３/20(火・祝)～５/20(日)

瀬谷 ４/25(水)～５/28(月) 

都筑 ５/11(金)～５/28(月) 

鶴見 ４/28(土)～５/27(日) 
緑 ４/28(土)～５/20(日) 

金環日食を楽しもう 
●展示 

戸塚区マスコット

キャラクター 

「ウナシー」 

金沢図書館 

マスコットキャラクター

「りーど」 

横濱三渓園入口の櫻 

●サイエンスカフェ 
〔日時〕５/13(日)14:00～16:00 

〔会場〕中央図書館５階第１会議室 

〔定員〕先着 40 人  

〔申込〕４/17(火)９:30～ 
<1>中央図書館３階カウンター  
<2>電話(262-7336) 
<3>E メール(ky-libevent@city.yokohama.jp)

申込時に行事名・氏名・電話番号をお知らせください。 

〔講師〕山田陽志郎氏(国立天文台) 

●星のおはなし会 
〔日時〕５/12(土)①10:30 ②11:30 

〔会場〕都筑図書館 



中央 
●４/４、18(水)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●４/25(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●４/24(火)①10:30 ②11:15 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組)

〔申込〕３/27(火)９:30～  

磯子 
●４/19(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組)

〔申込〕４/12(木)９:30～ 

神奈川 
●４/24(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 当日先着15組)

金沢 
●４/25(水)10:30 

(１・２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕４/11(水)９:30～ 

港南 
●ボ４/13、27(金) 

①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
●４/19(木)11:00 

(１～３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕４/10(火)９:30～ 

栄 
●４/24(火)11:00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組)

瀬谷 
●４/12(木) ①10:30 ②11:15 

(乳幼児と保護者 先着 12 組) 

〔申込〕４/５(木)９:30～ 

都筑 
●４/12(木)①10:00 ②10:45 

(２・３歳児と保護者 各回先着10 組)

 〔申込〕３/29(木)９:30～ 

鶴見 
●４/24(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者) 

戸塚 
●４/６(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ４/10(火)、28(土)10:30 

(１歳児～と保護者) 

緑 

●協 ４/11(水)11:00 

(２・３歳児と保護者) 

●協 ４/18(水)①10:00 ②11:00 

(０・１歳児と保護者 各回当日先着 12 組)

南 
●ボ４/17(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 

②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ４/13、27(金) 

①11:00 ②11:30(１歳児～と保護者) 

中央 

●４/11、25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ４/７、14、21(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30(小学生～) 

旭 
●協 ４/11(水)16:00 

(３歳～当日先着 30 人) 

泉 ●ボ４/８(日)14:00(４歳～) 

磯子 

●４/11(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生) 

●４/25(水 )①15:30(ひとりでおはなし

を聞ける子～小学１年生) ②16:00(小学生) 

神奈川 ●４/３(火)15:30(３歳～小学２年生) 

金沢 
●４/18(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

港南 
●ボ４/22(日) 

①14:30(３歳～) ②15:00(小学生～) 

港北 
●４/11、25(水)15:30 

(４歳～小学２年生) 

栄 
●４/11(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳) 

瀬谷 ●４/25(水)15:30(３歳～) 

都筑 
●４/18(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●４/11(水)15:00 

(３歳～と保護者) 

戸塚 

●ボ４/14(土)14:00 

 (４歳～小学校低学年 当日先着 20 人) 

●４/18(水)15:00 

(４歳～小学校低学年 当日先着 20 人)

中 ●協４/４(水)15:30(３歳～) 

保土ケ谷 
●４/４、18(水)15:30 

(３歳～小学校低学年) 

緑 

●協 ４/25(水)15:30 

(３歳～当日先着 20 人) 

●ボ４/28(土)15:30 

  (３歳～当日先着 20 人) 

南 
●ボ４/11(水)15:30(３歳～) 

●ボ４/14(土)11:00(５歳～) 

山内 
●協 ４/11、25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

 

 
 

@ Lib 講座・講演会/展示 ６月  

※事前申込の行事について： 

ご記入いただいた個人情報は、

事業の目的以外には利用しません。
@ Lib おはなし会 ４月 

※特別に記載がない限り、 

各行事への参加は無料です。

※問合せは各図書館へ

無印 司書によるおはなし会 

ボ  ボランティアグループによるおはなし会 

協  司書とボランティアの協働おはなし会 
おはなし会 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

３ 

中央 

「子ども読書の日」とくべつおはなし会 

●４/28(土) 
①11:00(１～３歳児と保護者) 

②14:00(ひとりでおはなしを聞ける子～) 

③14:30(小学生～) 

泉  

春の青空おはなし会  
●４/18(水)  

①15:30(幼児～小学１年生) 

②16:00(小学２年生～) 
〔場所〕泉図書館の中庭 

(雨天の場合は２階会議室)  

磯子  

子ども読書の日・家族みんなでおはなし会  
●４/28(土)①10:30(乳幼児と保護者)  

②11:30(幼児と保護者) 

③13:30(幼児～小学１年生) 

④15:30(小学生) 

金沢  

「子ども読書の日」特別おはなし会 
●４/22(日)  

①10:30(乳幼児と保護者 先着15組) 

〔申込〕４/13(金)９:30～ 
②11:30 (ひとりでおはなしを聞ける子 

 当日先着 30 人) 

港南 
 

おはなしいっぱい 

● ボ ４ /28( 土 ) ① 10:30  ② 11:05 
③13:00 ④13:45  

〔対象〕①②０～４歳児と保護者 ③④３歳～ 

港北  

おはなし大会 

●ボ４/28(土 )①10:30(１～３歳児 と
保 護 者 )  ②11:30(４ 歳 ～小 学 ２

年生) ③14:00(どなたでも) 

④15:00(小学生～) 

栄 
 

「春の読書週間」とくべつおはなし会  
●ボ４/28(土) 

①14:00(２歳～) ②15:00(４歳～) 

各回先着 30 人 

瀬谷 
 

子ども読書の日 日曜ひよこのおはなし会 
●４/21(日)11:00 

(乳幼児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕４/13(金)９:30～ 
子ども読書の日 わくわく座・かみしばいのおはなし会 

●４/22(日) 

①14:00(３歳～) ②14:30(５歳～) 
保護者同伴可 

都筑  

「子ども読書の日」特別おはなし会  
●ボ４/21(土)①10:30 ②11:30   

③14:00 ④15:00  
〔場所〕都筑区総合庁舎１階区民ホール

〔対 象〕①②幼 児～③④小学 生～ 

各回保護者同伴可 
〔協力〕つづきっこ読書応援団 

鶴見 

母の日とくべつおはなし会 

●５/12(土 )①10:30(１歳６か月～３

歳児と保護者) ②11:00(４か月 ～
１歳６か月の乳幼児と保護者) 

〔申込〕４/24(火)９:30～ 

戸塚 
「子ども読書の日」わくわくおはなし会 
●ボ４/21(土) 14:00 

(小学生～当日先着 20 人) 

中 
「よんでみようこんな本」おはなし会  
●協 ４/18(水)15:30(３歳～) 

 
子ども読書の日とくべつおはなし会 

●４/21(土)11:00(幼児～小学校低学年) 

山内 

春のおはなし会とミニ工作  
●５/５(土・祝)①11:00 ②14:00  

(小学１・２年生、または未就学児と 

保護者 各回先着 20 人) 

〔申込〕４/17(火)９:30～ 

特別おはなし会  

■磯子図書館 
〔内容〕大人が楽しめる語り

の会です。 
〔日時〕４/８(日) 

13:30～14:30 
〔対 象 〕おはなし会やストーリ

ーテリングに興味のある人、
おはなしを聞いてみたい人 

〔申込・定員〕３/23(金)９:30
～磯子図書館カウンターま
たは電話で。先着 25 人 

大人のための
おはなし会  

■山内図書館 

こどもを育てる あそびとおはなし！

“おはなしごっこ０１２”(全６回)  
〔日時〕４～９月の第４木曜日 10：30～11：45 
〔対象〕全回参加できる、０～２歳児と保護者 
〔定員〕15 組(抽選) 
〔申込〕４/１(日)９：30～４/14(土) 

< １ > 山内図書館カ ウ ン タ ー  < ２ > Ｆ Ａ Ｘ
(902-4492) <３>Ｅメール(kikaku@yamauchi-lib.jp) 
当選者のみ、４/18(水)までに連絡します。 

〔参加費〕テキスト材料費：1200 円 
〔共催〕ＮＰＯ語り手たちの会“おはなし 

ごっこ０１２”チームよこはま

 参加者に 
オリジナル 
ミニハンカチ 
プレゼント 

 当日、アンケート
回答者に記念品
プレゼント 

 参加者にオリジナル 
ミニハンカチプレゼント 

保土ケ谷 


