
  
 

 
         

@ Lib お知らせ/講座・講演会/創立９０周年事業 ３月  

※３月の休館日は 19 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 

お知らせ 

■旭図書館 

臨時休館 ３/15（木） 
雷等による波及事故防止工事のため、

臨時休館いたします。 

■泉・港北・山内図書館 

工事のお知らせ 
 ご迷 惑 をおかけしますが、ご理 解 ・
ご協 力 をお願 いします。  

■中央図書館 

書 架 整 理 ボランティア・読 み聞 か
せボランティア募集 
〔内容〕ボランティア活動に参加してくだ

さる方を募集します。活動場所：中央
図書館、対象：以下の研修に参加で
きる、18 歳以上の人（読み聞かせボラ

ンティアは下記の３日とも参加できる人） 

① 

備えは大丈夫！？ 
ライフプランとお金のはなし 
３/22（木）13：30～15：00 
〔講師〕髙橋勲氏（神奈川県金融広

報アドバイザー） 

② 

知っておきたい！相続のあれこれ 
３/27（火）13：30～15：00 
〔講師〕大和めぐみ氏（行政書士） 

※講座終了後、無料相談会あり 
（当日参加者対象・希望者） 

③ 

これでナットク！年金基礎講座 
３/28（水）13：30～15：00 
〔講師〕和田幸世氏（神奈川県金融

広報アドバイザー） 

■山内図書館 

講座「がん、高血圧も遺伝病？ 
～横浜市立大学・山内図書館連携講座～」 
〔内容〕病気と遺伝の関係を最新の遺

伝子医学の見地から解説します。 
〔日時〕３/８（木）14:00～15:30 
〔申込〕市大ホームページで受付中。

http://www.yokohama-cu.ac.jp/med/
kouza/120308.htmlを参照し、お申込くだ
さい。※山内図書館では受付できません。 

〔講師〕平原史樹氏（学 術 院 医 学 群 医

学部産婦人科学教授） 

将来の生活設計とマネープラン 
〔内容〕ライフイベントにあわせた資金計

画や金融商品についても学びます。 
〔日時〕３/18（日）14:00～16:00 
〔講師〕髙橋勲氏（神奈川県金融広報アドバイザー）

〔申込・定員〕２/21（火）９:30～山内図
書館カウンターまたは電話・E メール 
（kikaku@yamauchi-lib.jp）で。先着 20人
Ｅメール記載事項：①件名「マネー講座
申込 ②氏名・ふりがな ③電話番号 

 書架整理  読み聞かせ 
研修  
日時  

４/27（金） 
10：00～12:00  

５/９、16、23（水） 
10:00～12:00 

定員  20 人（抽選） 15 人（抽選） 

活動開始 ４月下旬 から ６月から 

活動  
日時  

８:40～閉館 30
分前のうち、 
都合のよい時間 

水曜日・土曜日の
午 後 に 実 施 し て
いるおはなし会 

創立９０周年事業 

■戸塚図書館 

講演会「近代の戸塚と交通のあゆみ

～鉄道の開通と宿場町のその後」
〔日時〕３/17（土）14:00～15:30 
〔会場〕戸塚地区センター会議室Ａ 
〔対象〕一般（高校生以上） 
〔申込・定員〕２/22（水）９:30～戸塚図書

館カウンターまたは電話で。先着 60 人
〔講師〕岡田直氏（横浜都市発展記念館調査研究員）

資料展示「戸塚一歩二歩散歩 
～地図や写真、本で見る戸塚～」

〔期間〕２/21(火)～３/18（日） 

テーマ展示 

■中央図書館 

時代を読む～芥川賞・直木賞を中心に～
〔期間〕２/21(火)～３/18(日) 
〔会場〕中央図書館 1 階展示コーナー

企画展示「中央図書館ではボラン
ティアが活躍しています！」 
〔期間〕３/20（火・祝）～ ４/15（日） 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

■磯子・金沢・都筑・戸塚・南・緑図書館

生きる・つながる・支えあう 
～自殺予防対策パネル展～ 

〔内容〕自殺予防対策の紹介パネルと
関連図書を展示します。

磯子 ２/25(土)～３/11(日) 
金沢 ３/１（木）～14（水） 
都筑 ３/２（金）～18（日） 

戸塚 ３/１(木)～31(土) 
南 ３/６（火）～29（木） 
緑 ３/17(土)～４/２(月) 

■磯子図書館 

サイエンスカフェ 医療の情報救急箱 Part2 

「治療選択に必要な情報源」 
〔日時〕３/24（土）13:30～15:00 

〔申込・定員〕３/11（日）９:30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 

〔講師〕横浜市立大学医学情報センター司書

■中図書館 

シニア世代のための安心マネー講座 
〔内容〕いきいきとセカンドライフを送るため

暮らしの“お金”についてお話しします。 

※連続講座ではありません。各回申込制 

〔共催〕健康福祉局こころの相談センター

■磯子図書館 
ポップアップ大作戦２０１２ 
〔内容〕汐見台中学校の生徒による本

の紹介展示です。 
〔期間〕３/22(木)～４/８(日) 

■神奈川・港南図書館 
パネル展 示  

「春爛漫～横浜絵葉書にみる桜」

神奈川 ２/24（金）～３/９（金） 

港南 ３/27（火）～４/６（金） 

■金沢図書館 

修理ボランティア活動紹介 
―すべての本が修理できるのか？－

〔期間〕３/16（金）～４/15（日） 

■瀬谷図書館 

瀬谷区小学生読書感想画展 
〔期間〕２/18（土）～３/４（日） 

〔申込・定員〕３/13（火）９:30～中図書館
カウンターまたは電話で。各回先着40 人

募集 

中央図書館で「歴史的音源」を視聴できます － 落語・長唄・ジャズなど約５万点 － 

国立国会図書館が配信する「歴史的音源」が視聴できるようになりました。ご利用になる 
方は、中央図書館３階カウンターにお申し込みください。「歴史的音源」とは 1900 年初頭から 

1950 年頃まで国内で製造された初期のレコード（ＳＰ盤）等に収録された音源をデジタル化したものです。 

〔申込〕３/21（水）９：30～４/15(日) 
中央図書館１階５番ヘルプデスク 
または電話(262-0050)、Ｅメール 
（ky-libkyodo@city.yokohama.jp）で。 
Ｅメール記 載 事 項 ：①希 望 のボラン
テ ィ ア 活 動 名  ② 氏 名 ・ ふ り が な 
③住 所  ④電 話 番 号  ⑤（読み聞
かせボランティアの場合）活動希望の
曜日（水曜日のみ・土曜日のみ・両方） 

泉 

外壁・屋上防水改修工事（～３月末（予定）) 
工事に伴い、駐輪場が利用できなくなる
ため、臨時駐輪場を設けます。また、工
事期間中は大きな騒音が発生します。 

港 

北 

屋上防水・雨水管の工事（～３月末（予定）) 
工事に伴い、断続的に騒音・振動
が発生します。 

山 

内 

トイレ改修工事（３/５～14（予定）) 
         （※多目的トイレ除く） 

工事期間中は図書館内２か所のトイレ
のうち、片方が使用できなくなります。 
【児童フロア】３/５(月)～８(木) 
【一般フロア】３/12(月)～14(水) 



中央 
●３/７、21(水)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組）

旭 
●３/28(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組）

泉 
●３/27(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕２/28（火）９:30～  

磯子 
●３/15(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕３/11(日)９:30～ 

神奈川 
●３/27（火）11:00 

（０～２歳児と保護者 当日先着15組）

金沢 
●３/28（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕３/14(水)９:30～ 

港南 

●ボ３/１(木)①10:00 ②10:40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ３/９、23(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●３/15(木)11:00 

（１～３歳児と保護者 先着 15 組） 
〔申込〕３/６(火)９:30～ 

栄 
●３/27(火)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 
●３/８(木) ①10:30 ②11:15 

（乳幼児と保護者 先着 12 組）

〔申込〕３/１(木)９:30～ 

都筑 
●３/８(木)①10：00 ②10:45 

（２・３歳児と保護者 各回先着10 組）

 〔申込〕２/23(木)９:30～ 

鶴見 
●３/27(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者) 

戸塚 
●３/２(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ３/13（火）、24(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●３/15（木 ）①10：20 ②10：50

③11：20（０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 ３/14(水)11:00 

（２・３歳児と保護者） 

●協 ３/21(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ３/13(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協 ３/９、23(金) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

中央 

●３/14、28(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生） 

●ボ３/３、10、17、24、31(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30（小学生～） 

旭 
●協 ３/14(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人） 

泉 

●３/21(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２年生～) 

●ボ３/11(日)14：00（４歳～） 

（時間がかわりました） 

磯子 
●３/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生) 

神奈川 ●３/６(火)15:30（３歳～小学２年生) 

金沢 
●３/21（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ３/25(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●３/14、28(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●３/14(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～10 歳）

●ボ３/24(土)14:00（４歳～） 

瀬谷 ●３/28（水）15:30(３歳～) 

都筑 
●３/21(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●３/14（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ３/10(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●３/21(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

中 ●ボ３/７、協３/21(水)15：30（３歳～） 

保土ケ谷 
●３/７、21（水）15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●ボ３/24(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

●協 ３/28(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

南 
●ボ３/10(土)11:00（５歳～） 

●ボ３/14(水)15:30（３歳～） 

山内 
●協 ３/14、28(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 子ども向け行事/おはなし会 ３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 

■緑図書館 

楽しんで覚えよう！わらべうた講座 
〔日時〕３/15(木)10:30～12:00 
〔対象〕学校や地域で読み聞かせなど

のボランティア活動をしている人、 
子育てにわらべうたを活用したい人 

〔申込・定員〕２/28(火)９:30～緑図書館 
カウンターまたは電話で。 
先着20 人 
※子どもといっしょの 

参加も可。 

子ども向け行事 

■磯子図書館 

おいしいはなしがいっぱい パート５ 
３/28(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） 
いろんなことばでおはなし会 

～外国の絵本と昔話をたのしもう～ 
３/31(土) ①11：00（幼児～小学１年生） 

②13：30（小学生） 

〔申込〕３/11(日)９：30～各回先着 25 人  

■神奈川図書館 

春休みおはなし会  
３/29（木）13：30(小学生) 

■港南図書館 

春の特別おはなし会  
３/28（水）15：30（小学生） 

参加者には缶バッジプレゼント 
■港北図書館 

えいご ｄｅ おはなし会  
３/17（土）14：00（小学生）  

〔協力〕港北おはなしネットワーク 
■栄図書館 

手づくりかみしばい＆うたあそびパネルシアター 
３/30(金)13：30（幼児～） 

当日先着 30 人 〔語り手〕グループＫ・Ｅ・Ｙ 
■保土ケ谷図書館 

春休み小学生おはなし会 

３/28（水）15：30（小学校低学年向け） 

３歳児向け親子おはなし会 

３/29（木）11：00（３歳児と保護者） 

■緑図書館 

小学生春休み特別おはなし会  
３/28（水）10：30（小学生 当日先着 20 人） 

■山内図書館 

「はたらくのりもの」のおはなし会 
～トミカとプラレールもやってくる！ 

３/20（火・祝）①10：30～12：00 ②14：30 

～16：00（ひとりでおはなしが聞 ける３歳 以 上

のお子さんと保護者） 

〔申込〕３/３（土）９:30～各回先着 30 人 

（１組４人まで※保護者含む） 

おはなし会の後、トミカ・プラレールで自由に遊べます。
集会室の前にプラレールのジオラマ展示もあります。 

特別おはなし会  

■山内図書館 

やまちゃんキッズクラブ 

「じゅうたんコーナーをかざろう」
〔内容〕じゅうたんコーナーの「壁面(へ

きめん)かざり」を作ります。季節を感
じるかざりを一緒に作りましょう。 

〔日時〕３/10(土)10：00～12：00 
〔対象〕小学４～６年生 
〔申込・定員〕２/21(火）９：30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着６人 

■南図書館 

おはなしフェスティバル 2012 年 
〔内容〕地域のボランティアグループに

よる読み聞かせ、素話、紙芝居など。 
〔日時〕３/24(土）、25(日)、26(月) 

午前の部①10:30 ②11：30 
午後の部①14:00 ②15：00（※３/24 除く）

〔主催〕市民グループ「子どもと本」 


