
■磯子・保土ケ谷図書館 

市立図書館創立 90 周年記念展示 
「絵本が語り継ぐ 90 年の歴史 

～懐かしの絵本から今の絵本まで～」

■中央図書館・緑図書館 

未来の家族への手紙 

遺言の書き方セミナー＆相談会 
〔時間〕講座 13：30～15：00 

相談会（無料）15：00～16：00 
（当日参加者対象・希望者） 

〔定員〕先着 50 人 
〔講師〕井上徹氏  
〔共催〕神奈川県司法書士会 

  
 

 

@ Lib お知らせ/講座・講演会/創立９０周年事業 １月  

※１月の休館日は１(日)～３(火)、10(火)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 

磯子 12/６(火)～28(水) 

保土ケ谷 １/13（金）～29（日） 
※1/18、19、26 を除く 

創立９０周年事業 

お知らせ 

■市立図書館 

年末年始の休館日・開館時間 
12/28（水） ９：30～17：00 

12/29～１/３ 
休館  

※返却ポストはご利用

いただけません。 

１/４（水） 12：00～17：00 
＊12/28(水)～１/３(火)にインターネットか
ら予約された本について 

１/４(水)以降に準備作業を行い受取館
に送ります。年明けすぐにはご用意できませ
んのでご了承ください。 

■泉図書館 

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。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

■港北・都筑・緑図書館 

横浜市北部地域写真アーカイブ 

「丘のヨコハマ写真館」開設記念イベント

●講演会「ふるさとの記録を遺す 

～東日本大震災と横浜」 
〔日時〕１/14(土）13：30～16：30 
【第１部 講演会】 

〔内容〕「記憶を記録する」という写真保
存の意義と重要性について、お話しい
ただきます。 

〔講師〕杉浦裕樹氏（NPO法人横浜コミュニティ

デザイン・ラボ代表理事、ヨコハマ経済新聞編集長） 

【第２部 ワークショップ】 
〔内容〕様々な写真を見ながら全員で語

り合いましょう。人それぞれで見え方が
違う、写真の奥深さが体験できます。 

〔ファシリテーター〕大枝奈美氏（アトリエウェイブ代表）

〔会場〕都筑区役所６階大会議室 
〔申込・定員〕12/13(火)９：30～都筑図

書館カウンター、電話またはＥメール
(ky-libgyoji14@city.yokohama.jp）で。先着40 人
※E メール記載事項：氏名・電話番号 

●写真パネル展示会「丘のヨコハマ写真館」 

都筑 １/13(金)～20(金) 

緑 ２/１（水）～14（火） 
港北 ２/21（火）～３/18（日）

■港南図書館 

南関東に生きた中世の武士たち 
〔内容〕鎌倉とのかかわりを中心に、中

世の港南のすがたをさぐります。 
〔日時〕２/25（土）14:00～16:00 
〔申込・定員〕往復はがきに住所・氏名・電

話番号、返信面にも住所氏名を書い
て、〒234-0056港南区野庭町125港
南図書館歴史講座担当まで。はがき１
枚につき１人。1/31（火）消印有効。 
定員 45 人（応募者多数の場合は抽選）

〔講師〕古川元也氏（神奈川県立歴史
博物館主任学芸員） 

■泉図書館 

講座「野菜作り生活を始めよう」 
〔内容〕野菜を育てる喜びと、仲間とともに農

家でボランティアをする楽しみ方をお伝え
します。※実演・指導ではありません。 

〔日時〕1/29(日)14:00～15:30 
〔申込・定員〕１/11（水）９：30～泉図書

館カウンターまたは電話で。先着 16 人 
〔講師〕安藤正和氏（環境活動支援センター） 

●関連展示「緑を育むー農と園芸の本」 
〔期間〕１/５（木）～31（火） 

中
央 
 

〔開催日〕１/21（土）  
〔会場〕中央図書館５階第１会議室 
〔申込〕12/20(火)９:30～ 
〈１〉中央図書館３階カウンター 
〈２〉電話（262-7336）〈３〉ＦＡＸ（262-0054） 
〈４〉Ｅメール(ky-libevent@city.yokohama.jp) 
申込時に行事名・氏名・連絡先をお
知らせください。 

緑 
 

〔開催日〕２/４（土） 
〔会場〕緑ほのぼの荘会議室（緑図書館２階） 

〔申込〕1/17(火)９:30～ 
〈１〉緑図書館カウンター 
〈２〉電話 〈３〉ＦＡＸ（985-6333） 
〈4〉Ｅメール（ky-midorikoza@city.yokohama.jp) 
※FAX・E メール記載事項： 

講座名・氏名・連絡先  

■磯子図書館 

サイエンスカフェ 
「知っておきたい放射線影響の知識」

―正しく理解し、正しく怖がる ― 
〔日時〕1/28(土)14:00～15:30 
〔申込・定員〕１/11（水）９：30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕梅田誠氏（細胞生物学者） 

■鶴見図書館 

「すべての赤ちゃんに絵本の喜びを
～ブックスタートの今までとこれから」 
〔日時〕１/26（木）10：30～12：00 
〔定員〕先着 50 人 
〔申込〕１/11（水）８:45～鶴見福祉保健

センターこども家庭支援課こども家庭
支援担当（☎510-1850）まで。託児
をご希望の方は申込の際にお申出くだ
さい（先着 16 人）。 

〔講師〕ＮＰＯブックスタート職員 
〔共催〕鶴見福祉保健センター 
＊「ブックスタート」は、市区町村自治体の乳幼

児健診などで、絵本を手渡し心ふれあうひ
とときをもつきっかけをつくる活動です。 

＊「つるみっこ絵本広場」ボランティアスタッ
フのスキルアップ講座ですが一般の方も
ご参加いただけます。 

■瀬谷図書館 

歴史ウォーク～瀬谷 
八福神とかまくら古道～ 
〔内容〕説明を聞きながらかまくら古道沿いの

３つのお寺を歩いてめぐります。（約２Km） 
〔日時〕1/2１(土)10:00～12:00 
〔集合場所〕瀬谷図書館会議室 
〔申込・定員〕1/11（水）９:30～瀬谷図書館

カウンターまたは電話で。先着 20 人 
〔講師〕せや・ガイドの会、徳善寺住職 

港南図書館開館25周年記念事業

港南の昔話 
〔内容〕『ふるさと港南の昔ばなし 50 話』

の編集に携わった方々の思い出話と
地域の方たちとのフリートークです。 

〔日時〕２/５（日）14:00～16:00 
〔申込・定員〕往復はがきに住所・氏名・電話

番号、返信面にも住所氏名を書いて、〒
234-0056 港南区野庭町 125 港南図書
館開館 25 周年記念事業担当まで。はがき
１枚につき１人。1/20（金）消印有効。 
定員 45 人（応募者多数の場合は抽選） 

〔講師〕石川睦氏（行政相談員） 
●関連展示  
〔内容〕港南の昔話をパネルで紹介します。
〔期間〕１/11（水）～２/19(日) 

写真展「上永谷いまむかし」 
〔内容〕上永谷駅周辺の変遷を写真で

紹介します。 
〔期間〕１/17（火）～31（火） 

■金沢図書館 

金沢区から見る富士山の魅力 
－地図の話題に触れながら－ 

〔日時〕1/2１(土)14:30～16:30 
〔会場〕金沢地区センター大会議室 
〔申込・定員〕12/21（水）９：30～金沢図

書館カウンターまたは電話で。先着 70 人
〔講師〕田代博氏(筑波大学付属高校教諭)



中央 

●１/11、25(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ１/７、14、21、28(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～) 

②14:30（小学生～) 

旭 
●協 1/11(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

泉 

●1/18(水 )①15:30（ひとりでおは

なしをきける子 ～小 学 １年 生 )②

16:00(小学２年生～) 

●ボ１/８(日)①14：00（３歳～） 

②14：30（５歳～） 

磯子 

●１/11(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

●１/25(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 １月はお休みです。 

金沢 
●１/18（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ１/15(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●１/11、25(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●１/11(水)15：30 

（ひとりでおはなしをきける子～10 歳） 

●ボ１/28(土)14:00（４歳～） 

瀬谷 ●１/25（水）15:30(３歳～) 

都筑 
●１/18(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●１/11（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ１/14(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●1/18(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

中 ●協 １/18（水）15：30（３歳～） 

保土ケ谷 
●１/18（水） 15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●ボ１/28(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

●協 １/25(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人）

南 
●ボ１/14(土)11:00（５歳～） 

●ボ１/11(水)15:30（３歳～）

山内 
●協 １/11、25(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

中央 
●１/18(水)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●１/25(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●１/24(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕12/27（火）９:30～  

磯子 
●１/19(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕１/11(水)９:30～ 

神奈川 
●１/31（火）11:00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●１/25（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕１/11(水)９:30～ 

港南 

●ボ１/12(木)①10:00 ②10:40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ１/13(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●１/19(木)10:30 

（１～３歳児と保護者先着 15 組） 
〔申込〕１/11(水)９:30～ 

栄 
●１/31(火)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12 組）

瀬谷 
●１/12(木) ①10:30 ②11:15 

（乳幼児と保護者 先着 12 組）

〔申込〕１/４(木)12:00～ 

都筑 １月はお休みです。 

鶴見 
●１/24(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●１/６(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 １/28(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●１/19(木)①10:20 ②10:50 

 ③11:20(0～２歳児と保護者) 

緑 

●協 １/11(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12 組）

●協 １/18(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12 組）

南 
●ボ１/17(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者）

山内 
●協 １/13、27(金) 

①11:00 ②11:30（１歳児～と保護者）

 

 
 

@ 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 ボランティア講座/テーマ展示/おはなし会 １月  

※特別に記載がない限り、 

各行事への参加は無料です。

※問い合わせは各図書館へ

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 

テーマ展示 

おはなし会 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

■旭図書館 

森の恵み塾写真展「ヨコハマ里山紀行」 
〔期間〕1/14(土)～29(日)※1/25 を除く 

〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

■金沢図書館 

ヨコハマ・思い出の正月展 
〔期間〕１/４(水)～31(火)  

■港北図書館 

読書感想画展 in 港北区 
〔内容〕港北区内の小学生が書いた読書

感想画と元になった本を展示します。 
〔期間〕1/16（月）～２/５（日） 

３ 

検索機使い方相談 

中央 

１/27(金)14:00～15:30 
〔申込〕１/13(金)９:30～ 
〔対象・定員〕基本的なキーボー
ド操作ができる人。先着 10 人 

旭 
１/26（木）10：00～11：30 
開催時間内随時受付 

磯子 
１/27(金)10：30～11：00 
〔申込〕１/1７(火)９:30～各回先着２人 

港北 
１/26(木)10：30～11：30 
開催時間内随時受付 

戸塚 

１/31(火)①11：00～11：30 
②14：30～15：00 

〔申込〕１/24(火)９:30～ 
初心者対象、各回先着２人 

申込は各図書館カウンター（中央は１階

⑤ヘルプデスク）または電話で。 

港北 １/４（水）～22（日） 
都筑 １/26（木）～２/13（月） 

〔協力〕大倉精神文化研究所 

■南図書館 

鎖国から開国への日々ー嘉永七年・
横浜村のできごとー 

〔内容〕日本が開国した嘉永七年（1854
年）に焦点をあて、横浜村でおきたでき
ごとを図書館資料で紹介します。 

〔期間〕1/21（土）～２/６（月） 

ボランティア講座 

ボランティア交流会

■港南図書館 
〔日時〕１/10（火）９:30～12:00 
〔対象〕港南区で読み聞かせボランティ

アをしている個人または団体 
〔定員〕先着 45 人（１団体３人まで）
〔申込〕受付中。申込書に記入の上、 

港 南 図 書 館 カウンターまたは FAX
（841-5725）で。 

＊申 込 書 は港 南 図 書 館 または港 南 区 内

の小・中学校図書館で配布中です。 

■中図書館 

初心者のための読み聞かせ講 座
（全２回） 

〔日時〕１/25、２/1（水）10:00～11:30 
〔対象 〕小学校で読み聞かせ・おはなし

会を始めた人で２回とも参加できる人 
＊実習をお願いすることがあります。 

〔申込・定員〕1/11（水）９:30～中図書館
カウンターまたは電話で。先着 30 人 

〔講師〕中図書館司書 

■緑図書館 

図書修理講座（全２回） 
〔内容〕図書館で本の修理を 

しませんか？２回の講座で 

技術を学びボランティアに 

参加してくださる方を募集します。 
〔日時〕２/10、24(金)12:30～15:30 
〔対象〕２回とも参加でき、その後緑図書

館でボランティアとして活動できる人 
〔申込・定員〕1/24(火)９:30～緑図書館

カウンターまたは電話で。先着 15 人 
〔講師〕緑図書館司書、緑図書館図書修理ボランティア 

■港北図書館・都筑図書館 
「ももたろう」が「モモタラウ」だったころ

ー昭和はじめの幼児雑誌ー 

今回は新春かるた大会です！ 

ワッくん鶴見 
カルタ大会！ 


