
■中央図書館 

創立90周年記念パネルディスカッション 

「あの頃の、ヨコハマは…（戦後編）～

野毛・本牧・市電の話を中心に～」 
〔内容〕みなさまから募集したエピソードをもと

に、昔のヨコハマについて語り合いましょう。
今回は戦後のエピソードを取り上げます。 

〔日時〕10/１（土）14：00～16：00 
〔会場〕中央図書館 地下１階ホール 
〔申込・定員〕中央図書館１階「⑤ヘル

プデスク」または電話で受付中。 
９/30（金）締切。先着 150 人 

■緑・泉・神奈川図書館 

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」 

■中央図書館 

サイエンスカフェ「再生可能エ

ネルギーの大きな可能性」 
〔日時〕10/22（土）14：00～16：00 
〔会場〕中央図書館５階第１会議室 
〔申込〕10/６（木）９:30～ 

〈1〉中央図書館３階カウンター 
〈2〉電話（045-262-7336） 
〈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。 

〔定員〕先着 40 人 
〔講師〕金田武司氏（(株)ユニバーサルエネルギー研究所） 

〔共催〕横浜市温暖化対策統括本部 

  
 

 

@ Lib お知らせ/創立９０周年事業/講座・講演会 １ ０ 月  

※10 月の休館日は 11 日(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 

緑 10/５(水)～27(木) 
泉 10/７(金)～19(水) 

神奈川 10/25（火）～31(月) 

創立９０周年事業 

■港北・都筑・緑図書館 合同企画  

展示会＆講演会「地図でわがまち再発見 マップ博 in 丘のヨコハマ」
港北・都筑・緑３区を中心としたヨコハマ北部の地図の中から、「子育て・福

祉」・「お散歩」・「防災」のテーマに沿ってバラエティ豊かな地図を紹介します。ま
た、地図にゆかりの深い方をお迎えして講演会も開催します。 

■山内図書館 

消しゴムはんこの「蔵書票」づくり 
〔内容〕本の表紙や見返しに付けて、所 

蔵者を示す「蔵書票」。自分だけのオ 
リジナルをつくってみませんか？  

〔日時〕10/30（日）13：00～16：30 
〔対象〕中学生以上 
〔申込・定員〕10/１（土）９：30～山内図 

書館カウンターまたは電話で。先着８人 
〔持ち物〕蔵書票の図案（縦72㎜×横48㎜以内） 

〔材料費〕500 円（レクリエーション保険料含む） 
※道具は図書館で用意します。 

〔講師〕川畑文子氏 

●特別展示「地図でわがまち再発見
マップ博 in 丘のヨコハマ」 

港北 10/８(土)～23(日) 

都筑 10/28(金)～11/４(金)
緑 11/15（火）～30（水） 

●講演会 

港
北 

港北区子育てマップサミット 
〔日時〕10/23（日）10：00～12：00 〔会場〕港北図書館会議室  
〔対象〕子育てマップづくりに関心のある人 〔申込・定員〕９/21(水) ９：30～

港北図書館カウンターまたは電話で。先着 50 人  
〔パネリスト〕Ｂマッピー（子育てマップ作成グループ）のみなさんと支援してくださった方々

都
筑 

講演会「絵地図師・散歩屋 美江さんの絵地図進化論」 
〔日時〕10/29(土）13：30～15：30〔会場〕都筑区役所６階第１会議室
〔申込〕10/４(火)９:30～10/20(木)都筑図書館カウンターまたはＥメール
（ky-libgyoji14@city.yokohama.jp）で。記載事項①申込者氏名・ふりがな
②申込者電話番号 ③参加人数（申込１件につき４人まで） 
〔定員〕80 人（申込多数の場合は抽選） 〔講師〕高橋美江氏  
関連企画 ミニ展示「美江さんの絵地図展」 
〔期間〕９/30(金)～11/４(金) 〔会場〕都筑図書館 

緑 

講演会「防災基礎講座～地図で考えるわが町の防災」 
〔日時〕11/23（水・祝）14：00～16：00 〔会場〕緑図書館２階緑ほのぼの
荘会議室 〔申込・定員〕11/11（金）９:30～緑図書館カウンターまたは電
話で。先着 30 人〔講師〕須永洋平氏（防災科学技術研究所研究員）  

■旭図書館 

歴史ウォーク「白根公園の史跡と
帷子川の流れの歴史を訪ねて」 
〔内 容 〕旭 図 書 館 でミニ歴 史 講 座 を

学んだあと、周辺を散策します。 
〔日時〕10/29（土）13:00～16:00 
〔申込・定員〕10/12（水）９:30～旭図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人
〔講師〕村田啓輔氏(旭ガイドボランティアの会・

副会長) 

■泉図書館 

郷土ビデオ『ふるさとの行事』上映会 
〔日時〕10/30（日）14:00～15:10 

■港南図書館 

バラを愉しむ 

〔日時〕11/５（土）14:00～15:30 
〔申込・定員〕10/19（水）９:30～港南図書

館カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔講師〕石川彌之助氏（横浜ばら会理事長） 

●パネル展示「横浜とバラ」 
〔期間〕10/29（土）～11/６（日） 

私たちの町にある遺跡  
〔日時〕11/26（土）14:00～16:00 
〔申込〕往復はがきの往信面に①講座名

②住所③氏名④電話番号、返信面に
返信用の宛先を記入し、〒234-0056
港南区野庭町125港南図書館歴史講
座担当へ。往復はがき１枚につき１人
まで。10/31（月）消印有効。定員 50
人（応募者多数の場合は抽選） 

〔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調査研究員） 

お知らせ 

■泉図書館 

外壁改修工事（10 月下旬～３月末) 
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。 

■山内図書館 

団体貸出サービス・駐車場一部
利用休止について 

アスベスト除去工事（10/１（土）～31
（月）予定）に伴い休止します。市民の皆さま
にはご不便をお掛けします。ご理解・ご協力
をお願いします。詳細は、館内掲示等でお知
らせします。 

参加者に特製クリア
ファイルプレゼント 

 

検索機使い方相談

中央 
10/27（木）14：00～15：30 
〔申込〕10/13（木）９：30～先着10 人

旭 
10/27（木）10：00～11：30 
開催時間内随時受付 

磯子 
10/28(金)①10：30～11：00 

②11：00～11：30 
〔申込〕10/12(水)９:30～各回先着２人

戸塚 

10/４（火）、10/25(火) 
①11：00 ②14：30  

〔申込〕（10/４分）９/28(水)９：30～ 
（10/25 分）10/18(火)９:30～ 

初心者対象、各回先着２人 

■保土ケ谷図書館 

大人のための図書館体験 
〔日時〕11/５（土）14:00～16:00 
〔対象〕中学生以上 
〔申込・定員〕10/18（火）９:30～保土ケ谷

図書館カウンターまたは電話で。先着15 人

参加者には講師から 
絵地図のプレゼントあり

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。 



中央 

●10/12、26(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ 10/１、８、15、22、29(土) 

①14:00（ひとりでおはなしを聞ける子～)

②14:30（小学生～) 

旭 
●協 10/12(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

泉 

●10/19(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 10/９(日)①14：00（２歳～）

②14：30（５歳～） 

磯子 

●10/12(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

●10/26（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 
●10/４(火)15:30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●10/19（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 

●ボ 10/15（土） 

①14：00（３歳～）②14：40（小学生～）

●ボ 10/23(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生～）

港北 
●10/12、26(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●10/12(水)15：30 

（ひとりでおはなしをきける子～10 歳）

●ボ 10/22(土)14:00（４歳～） 

都筑 
●10/19(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●10/12（水）15：00 

（３歳～と保護者） 

戸塚 

●ボ 10/８(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●10/19(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着20人）

中 
●ボ 10/５、協 10/19（水）15：30

（３歳～） 

保土ケ谷 
●10/５、19(水)15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●ボ 10/22(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

●協 10/26(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人）

南 
●ボ 10/12(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～）

山内 
●協 10/12、26(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

中央 
●10/５、19(水)11：00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●10/26(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●11/22(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕10/25（火）９:30～  

磯子 
●10/20(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕10/12(水)９:30～ 

神奈川 
●10/25（火）11：00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●10/26（水）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕10/12(水)９:30～ 

港南 

●ボ 10/６(木)①10：00 ②10：40 

 （０～４歳児と保護者） 

●ボ 10/14、28(金) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 

●10/13(木)10：30 

（１～３歳児と保護者） 

〔申込〕10/４(火)９:30～どろっぷの窓

口か電話(540-7420)で。先着 20 組 

栄 
●10/25(火)11：00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 

●10/13(木) ①10：30 ②11：15 

10/26（水）11:00 

（乳幼児と保護者 先着 12 組） 

〔申込〕10/１(土)９:30～ 

都筑 
●10/13（木）①10：00 ②10：45 

（２・３歳児と保護者 各回先着10組） 

〔申込〕９/30(金)９:30～ 

鶴見 
●10/25(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●10/７(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 10/４（火）、22(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

緑 

●協 10/12(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

●協 10/19(水)①10:00 ②11:00

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ 10/18(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者）

山内 
●協 10/14、28(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 テーマ展示/子ども向け行事/おはなし会 １０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
■金沢図書館ほか３館 

古川宇宙飛行士を応援しよう 
金沢 10/１(土)～13(木) 

磯子 10/17（月)～31(月) 
保土ケ谷 11/１(火)～30(水) 

中央 11/８(火)～28(月) 

■港南図書館 

図書館を本の紅葉でそめよう 
〔内容〕木の葉の形のカードにおすすめの

本を書いて大きな木に飾りつけましょう。
〔期間〕10/25（火）～11/30（水） 

■都筑図書館 

認知症・介護予防について知る
〔期間〕10/27(木)～11/７(月) 

■南図書館 

南区おはなしボランティアおす
すめ本展示会 
〔内容〕読み聞かせをしている人たち
  が選んだ本を展示します。 
〔期間〕10/22（土）～11/13（日） 

■中央図書館 

めざせ☆星はかせ～としょかんで 
みるあきからふゆのよぞら～ 
〔日時〕10/29（土）14：00～15：30 
〔会場〕中央図書館地下１階ホール 
〔対象〕小学１～４年生とその保護者 
〔申込・定員〕９/13（火）９:30～中央図

書館１階「⑤ヘルプデスク」または電
話で。先着 50 組 

〔講師〕山田幸一氏（神奈川県立青少年センター） 

めざせ！調べもの名人～図書館の

本を使って調べてみよう～（展示） 
〔期間〕10/18（火）～11/６（日） 
〔場所〕中央図書館１階展示コーナー 

■鶴見図書館 

秋の科学遊びの会 
〔内容〕横浜サイエンスフロンティア高校の

お兄さんお姉さんと科学遊びを楽しもう！ 
〔日時・対象〕11/12（土） 

① 14：00（小学１～３年生） 
②15：30（小学４～６年生） 

〔申込〕10/12（水）～19（水） 
〈１〉鶴見図書館カウンター 〈2〉ＦＡＸ
（045-504-6635）   〈3〉E メール 
（ky-tsurumigyoji@city.yokohama.jp）  〈4〉はがき
〒230-0051 鶴見区鶴見中央 2-10-7
鶴見図書館科学遊びの会担当宛。
申込時に氏名・電話番号・住所・
学年・年齢をお知らせください。 

〔定員〕各回 20 人（申込多数の場合抽選） 

子ども向け行事 

 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！ 

■瀬谷図書館 

親子 de（で）絵手紙 
〔日時〕10/15(土) 10:00～12:00 
〔対象〕小学生とその保護者 
〔申込・定員〕９/13（火）９：30～瀬谷図書

館カウンターまたは電話で。先着 10 組 

３ 

特別おはなし会

■都筑図書館 

３Ｒ夢（スリム）おはなし会 
〔内容〕都筑区総合庁舎区民ホールで開催され
る「３Ｒ夢啓発展」に関連したおはなし会です。
〔日時〕10/15（土）①10:30②11:30③14:00

大人のためのおはなし会

瀬谷 10/27(木)10：00～12:00 
〔申込〕10/14（金）９：30～先着25 人 

山内 10/23（日）14：00～15：30 

〔内容〕テーマ：“ウソかマコトか” 
〔話し手〕空とぶじゅうたんおはなしボランティア

■緑図書館 

親子で聞こう！「楽しい本の紹介～ブックトーク」
〔日時〕10/22(土)10:30～12:00 
〔対象〕小学３～６年生とその保護者 

(子どものみの参加も可) 

〔申込・定員〕10/４(火)９:30～緑図書館
カウンターまたは電話で。先着 15 組


