
■磯子・戸塚・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～」
〔内容〕1920 年代から現代にいたるまで

の児童書をパネルと本で紹介します。 

■中央図書館 

未来の家族への手紙 

遺言の書き方セミナー＆相談会 
〔内容〕司法書士による遺言の書き方

講座と、講座参加者を対象に無料
相談会を行います。 

〔日時〕１/21（土）  
講座 13：30～15：00 
相談会 15：00～16：00（当日希望者） 

〔会場〕中央図書館５階第１会議室 
〔定員〕先着 50 人 
〔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 〉 Ｅ メ ー ル (ky-libevent@city.yokohama.jp)
〈4〉ＦＡＸ（262-0054）申込時に行事
名・氏名・連絡先をお知らせください。 

〔講師〕井上徹氏 
〔共催〕神奈川県司法書士会 

■港南図書館 

やさしい介護保険講座 
〔日時〕12/３（土）14:30～16:00 
〔申込・定員〕申込受付中。港南図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕佐藤真希子氏（野庭地域ケアプラザ職員） 

■南図書館 
「シリアを知る～歴史･文化､そして
今」シリア人女性講師による講演 
〔日時〕12/11（日）10:00～12:30    
〔申込・定員〕11/24（木）９:30～南図書

館カウンターまたは電話で。先着 50 人 
〔対象〕高校生～ 
〔講師〕バヒブーフ・ラマ氏 

  
 

 

@ Lib お知らせ/講座・講演会/創立９０周年事業 １２月  

※12 月の休館日は 19(月)、29(木)～31(土)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 

磯子 12/６(火)～28(水) 

戸塚 12/６(火)～18(日) 

保土ケ谷 １/13（金）～29（日） 
※1/18、19、26 を除く 

■保土ケ谷・中央・緑図書館 

古川宇宙飛行士を応援しよう 

保土ケ谷 11/１(火)～30(水) 
中央 11/８(火)～28(月) 
緑 12/７(水)～25（日） 

■中央図書館 

横濱百景写真展 
〔内容〕横浜市出身で、横浜の文化や

風景を撮り続けている森直実氏の作
品を展示します。 

〔期間〕12/１（木）～18（日） 
〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 

■旭図書館 

開館 25 周年記念事業 

生け花が彩る「ヨコハマ・思い出の正月」展
〔内容〕ヨコハマかるた、昔の正月風景

を伝える浮世絵(コピー)や新聞記事
などを紹 介 します。また、会 場 の迎
春の生け花も、お楽しみください。 

〔期間〕12/20(火)～27(火)  
※27(火)は 17：00 まで 

〔協力〕あさひ茶花道協会 

■泉図書館 

私の手作り～図書館のこの本で作りました！ 
〔展示期間〕12/７（水）～28（水） 
〔展示場所〕泉図書館１階ロビー 
〔応募方法〕11/11（金）９:30～ 

①泉図書館カウンターに作品の写真を
貼付した応募用紙を持参 

②E メール（ky-izumioubo@city.yokohama.jp） 
泉図書館私の手作り担当宛。 
泉図書館のホームページにある応募用
紙をダウンロードし、必要事項を入力、写
真データを添付して送信 

※現物を展示できる場合は、泉図書館

にご相談ください。 

絵手紙展示 
〔内容〕「絵手紙の会」の絵手紙を展示 
〔期間〕11/23（水・祝）～12/５（月） 

■金沢図書館 

「ももたろう」が「モモタラウ」だったころ 
〔内容〕昭和初期の幼児雑誌をパネルで

紹介します。 
〔期間〕12/３(土)～25(日) 
〔協力〕大倉精神文化研究所 

■瀬谷図書館 

親子作家・夫婦作家 
〔内容〕吉本隆明と吉本ばなな、新田次郎

と藤原正彦などの親子作家、吉村昭と
津村節子、藤田宜永と小池真理子など
の夫婦作家の作品を紹介します。 

〔期間〕11/18(金)～12/12(月) 

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。 

■都筑図書館 

臨時休館 
12/18（日）は、都筑区総合庁舎電気

設備点検のため、休館します。 

■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

〔内容〕港北・都筑・緑図書館の３館で

は、市北部地域の歴史を記録する写

真の収集、ホームページでの公開事

業に取り組んでいます。１月に市立図

書館 ホームページで写 真アーカイブ

『丘のヨコハマ写真館』を公開するの

を記念して、イベントを開催します。 

●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〕震災で実感した「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、〈３１１まるごとアーカイブス〉
等の経験から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<1>氏名<2>電話番号 

●写真パネル展示会「丘のヨコハマ写真館」 
〔内容〕アーカイブに収録した写真の一

部を３館で順次展示します。 

都筑 １/13(金)～20(金) 
緑 ２/１（水）～14（火） 

港北 ２/21（火）～３/18（日）

都筑区:ふれあい

の丘付近 

（1980 年撮影）

提供：川和中学校

〔内容〕横浜市出身の古川宇宙飛行士の
紹介、ミッション概要、訓練の様子など
のパネルや関連図書等を展示します。 



中央 

●12/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ 12/３、10、17、24(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～) 

②14:30（小学生～) 

旭 

●協 12/14(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

●12/18（日）11：00 

 （３歳～当日先着 30 人） 

泉 
●ボ 12/11(日)①14：00（３歳～）

②14：30（５歳～） 

磯子 
●12/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

神奈川 
●12/６(火)15:30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●12/21（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 

●ボ 12/17（土） 

①14：00（３歳～）②14：40（小学生～）

●ボ 12/18(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●12/14、28(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●12/14(水)15：30 

（ひとりでおはなしをきける子～10 歳） 

●ボ 12/24(土)14:00（４歳～） 

都筑 
●12/21(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●12/14（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ 12/10(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●12/21(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

中 
●ボ 12/７、協 12/21（水）15：30

（３歳～） 

保土ケ谷 
●12/７、21（水） 15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●ボ 12/24(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

●協 12/21(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人）

南 
●ボ 12/10(土)11:00（５歳～） 

●ボ 12/14(水)15:30（３歳～） 

山内 
●協 12/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

中央 
●12/７、21(水)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

旭 
●12/７(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着 12 組)

泉 
●12/27(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕11/22（火）９:30～  

磯子 
●12/15(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕12/11(日)９:30～ 

神奈川 
●11/30（水）11:00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

12 月はお休みです。 

金沢 
●12/14（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕12/７(水)９:30～ 

港南 

●ボ 12/１(木)①10:00 ②10:40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ 12/９(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 

●12/15(木)10:30 
（１～３歳児と保護者） 
〔申込〕12/６(火)９:30～どろっぷの窓口
か電話(540-7420)で。先着 20 組 

栄 
●12/27(火)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着 12 組）

瀬谷 
●12/８(木) ①10:30 ②11:15 

（乳幼児と保護者 先着 12 組）

〔申込〕12/１(木)９:30～ 

都筑 
●12/８（木）①10：00 ②10：45 

（２・３歳児と保護者 各回先着 10 組）

〔申込〕11/24(木)９:30～ 

鶴見 
●12/27(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●12/２(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 12/13（火）、17(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

緑 

●協 12/24(土)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着 12 組）

●協 12/21(水)①10:00 ②11:00

（０・１歳児と保護者 各回当日先着 12 組）

南 
●ボ 12/20(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者）

山内 
●協 12/９(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 ボランティア交流会/子ども向け行事/おはなし会 １２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 
おはなし会 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

 今回は大倉山 
にある子育て支援 
拠点「どろっぷ」 
で行います！ 

３ 

大人のための
おはなし会

検索機使い方相談 

旭 
12/22（木）10：00～11：30 
開催時間内随時受付 

磯子 
12/22(木)①10：30～11：00 

②11：00～11：30 
〔申込〕12/11(日)９:30～各回先着２人

戸塚 

12/27(火)①11：00～11：30
②14：30～15：00

〔申込〕12/20(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または電話で。 

泉 
●12/21(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～) 

磯子 
●12/28（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） 
いろいろなたべもの・のみものがでてくる昔話や絵本の、おはなし会です。 

港南  
●12/21(水)15：00 （小学生）  

＊参加者にはオリジナルミニハンカチプレゼント 

栄 ●12/28（水）15：30 （ひとりでおはなしをきける子～10 歳） 

瀬谷 
●12/21（水）15：30 （３歳～保護者同伴可） 

＊参加者にはオリジナルミニハンカチプレゼント 

緑 ●12/23（金・祝）10：30 （小学生）  

南 
●12/21(水)①11：00（２～４歳児と保護者）②15：30（５歳～） 

〔協力〕かみしばいいっぽ 

山内 
●12/23（金・祝）①11：00 ②11：30  （１歳児～と保護者） 

③14：00（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

ボランティア交流会 

子ども向け行事 

■磯子図書館 

エコ Book フェア～いそごこどもエコ 
フェスタ＆３Ｒ夢（すりむ）～ 
〔内容〕磯子区役所の環境イベントへの

参加プログラム。図書館会場では、
エコやリデュース・リサイクル・リユー
スに関する本を展示・貸出します。 

「お絵 かき・３Ｒ夢 （すりむ）マイ
バッグをつくろう！」のコーナーでは 
イーオやミーオ、ブックンの絵を描
いて、オリジナルバッグをつくります。 
（当日先着 100 人） 

〔日時〕12/３(土) 
10：00～15：00 

■中図書館 

〔 内 容 〕 大 人 向 けに

ストーリーテリング

や 絵 本 の 読 み 聞

かせをします。 

〔日時〕12/14(水) 

10：00～11：00 

〔 申 込 ・ 定 員 〕 12/１

(木)９:30～中図書

館カウンターまたは

電話で。先着 30 人

■泉図書館 
〔日時〕12/14（水）10:00～12:00 
〔対象〕泉区の小学校で読み聞かせや
学校図書館整備などのボランティア活
動を行っている人 〔定員〕先着 25 人
〔申込〕受付中。泉図書館カウンターまたは
電話、Ｅメール（ky-izumioubo@city.yokohama.jp） 
で。（泉図書館ボランティア交流会担当）  

※Ｅメール記載事項 <1>参加者名  

<2>連絡先 <３>活動場所 <４>活動団体名 

■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〕12/14(水)９：30～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。 
■瀬谷図書館 
〔日時〕12/１（木）10:00～12:00 
〔対象〕瀬谷区内で読み聞かせ等ボラ
ンティアとして活動しているグループま
たは個人〔定員〕20人（１団体２人まで）
〔申込〕受付中。瀬谷図書館カウンタ
ーまたは電話で。 

特別おはなし会※各回 30 分程度


