
 

 

 

 

 

   

横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

@ 
書家・中林梧竹と横浜                                                                                      ｐ．１ 

お知らせ/創立 90 周年事業/講座・講演会   ｐ．２ 

テーマ展示/子ども向け行事/おはなし会    ｐ．３ 

はまっ子読書の日/ボランティア講座       ｐ．４

ホームページ 
http://www.city.yokohama.lg.jp 
/kyoiku/library/ ２０１１年１０月号

１ 

書家・中林梧
ご

竹
ちく

と横浜

『神奈川の旧石井本陣の襖は梧竹の書で有名であったが、明治中葉、家運没

落後二三の人の手を転々としあちこちに移された。最終的には横浜市がこの建

物を買い取って救護所（老人福祉施設）にした。しかし、関東大震災の火災に

より梧竹の襖も灰となってしまったと思われていた。ところが、幸運なことに

当時のガス局長の公舎にあることがわかり、昭和 15年 3 月 12 日の東京朝日新

聞神奈川版は「‘梧竹の書’市宝に 焼けたと諦めていた神品現はる」と報じ

ている。梧竹の書がなぜ焼けずに残ったかは謎であるが、横浜市として永久保

存することとなり、有吉市長時代(昭和 15 年)、秘書課の職員が図書館へ「保

管するように」と持参し、図書館で保管することとなった。しかし、その後、

第二次世界大戦に突入し、図書館は戦災をまぬがれたとはいえ市会議場、市会

事務局、日本軍、米駐留軍、続いて市の復興局等々に次々と占拠されてきたの

であった。その状況下大混乱のさ中を書庫だけは守り抜き、これらの神品が無

事に生き残り今に至っているのである。』 

中林梧竹(1827-1913)は肥前国小城（佐賀県小城郡）に生まれ、書聖と謳われた人物です。18

歳の頃江戸で学び、30 歳で小城に戻り藩校の指南役となりますが、40 歳代半ばで一切の職を捨

て、中国に渡って古典を学ぶなど探究を続け、数多くの傑作を遺しました。また、様々な書体を巧

みに書き分け、その文字や詩句の意味を書で表現しています。 

横浜市中央図書館では梧竹の書を20点ほど所蔵しています。梧竹と横浜の関わりと、所蔵作品

の由来を紹介します。 

漢書の語 自然 

中央図書館では、所蔵する中林梧竹の貴重な書作品の展示会を開催します。この機会にぜひ、中央図書館へ足をお運びください。 

＜開催概要＞  

企画展示「明治の書聖 中林梧竹の書」   

〔期間〕10 月 12 日（水）～17 日（月）  〔会場〕中央図書館１階展示コーナー 〔共催〕横浜書作協会 

七言絶句 

王羲之十七帖の臨書 

 中林梧竹は、開港以来活気に満ちていた横浜には度々遊びに来ていました。

当時中区吉田町に住んでいた鈴木伝次郎と梧竹は江戸で知り合い、伝次郎が江

戸の筆墨紙の店での丁稚奉公を終え横浜に移った後も親交は続きました。晩年

は、その書の良き理解者であり一大コレクターである海老塚的伝の別邸「朝爽夕

佳亭」（西区戸部）に１年ほど滞在し多くの作品を書き上げました。梧竹の作品は

半紙に書かれたものから扇子、屏風に書かれたものまで横浜市内の個人宅にも

所蔵されていましたが、震災、戦災のためにその大半が焼失してしまいました。 

 その中でも奇跡的に残った当館所蔵の梧竹の書について、『中林梧竹目録』

（1968 年２月、横浜市図書館【中央図書館の前身】発行）の中で当時の中村

八郎館長が「本館所蔵梧竹作品の由来」を書き残しています。 

参考資料：『墨』1981 年５月号（芸術新潮社）、『中林梧竹目録』（横浜市図書館、1968）  



■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



横浜市立図書館一覧 市外局番は（045）です。 

図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 

中央図書館 262-0050 瀬谷図書館 301-7911 
旭図書館 953-1166 都筑図書館 948-2424 
泉図書館  801-2251 鶴見図書館 502-4416 
磯子図書館  753-2864 戸塚図書館 862-9411 
神奈川図書館 434-4339 中図書館 621-6621 
金沢図書館 784-5861 保土ケ谷図書館 333-1336 
港南図書館 841-5577 緑図書館 985-6331 
港北図書館 421-1211 南図書館  715-7200 
栄図書館 891-2801 山内図書館 901-1225 

 

平 成 ２３年 ９月 ２０日 発 行 / 編 集 ・発 行  横 浜 市 中 央 図 書 館 企 画 運 営 課 / 〒220-0032 横 浜 市 西 区 老 松 町 1/ 電 話 045(262)7334 FAX045(262)0052 

４

開館時間 

●火曜日～金曜日：午前９時３０分～午後７時 

（中央図書館、山内図書館は午後８時３０分まで。 

ただし、中央図書館学習室は午後７時まで。） 

●土曜日・日曜日・月曜日・祝(休)日・１２月２８日 

：午前９時３０分～午後５時 

●１月４日：正午～午後５時  

休館日  

施設点検日（月１回＊９月は２０日、１０月は１１日）／ 

１２月２９日～１月３日／図書特別整理日 

※７月～９月は中央以外の市立図書館は 

節電のため、輪番で休館します。 

＜９月２１日～３０日の休館日一覧＞ 

旭、磯子、神奈川、戸塚  ９月２７日（火） 
泉、金沢、鶴見、山内  ９月２８日（水） 
栄、瀬谷、都筑、緑、南  ９月２９日（木） 
港南、港北、中、保土ケ谷 ９月３０日（金） 

はまっ子読書の日 

11 月の第１金曜日は「はまっ子読書の日」です。
中央図書館では、「はまっ子読書の日」に合わせて
11/５(土)、６(日)に「はまっ子読書フェスティバル」を
行います。また、地域図書館でも「はまっ子読書の日」 
にちなんだ行事を行います。ぜひご参加ください。 

■旭・泉・瀬谷・保土ケ谷図書館 共同開催 
小学生向け読書ボランティアステップアップ講座（中級者対象・全３回）  
各回 10：00～12：00 
〔内容・会場〕【第１回】11/１（火）講演会「読み聞かせボランティアステップアップ講座」
（講師：平田美恵子氏）保土ケ谷図書館 【第２回】11/８（火）「実習及び情報交換」白根
地区センター（旭区） 【第３回】11/15（火）「ブックトーク講座」瀬谷図書館  
〔対象〕次の①～③を全て満たす人：①小学校で読み聞かせ等の活動を始めて３年以上経つこと
②旭・泉・瀬谷・保土ケ谷区いずれかの区に在住または活動場所のあること③全３回出席できる人
〔申込〕往復はがきに氏名・ふりがな、郵便番号・住所、電話番号、年齢、活動場所
（学校名など）、経験年数、所属団体名、返信面に返信用の宛先を記入し、〒246-0015
瀬谷区本郷 3-22-1 瀬谷図書館 読書ボランティアステップアップ講座担当へ。 
10/21（金）必着。本人のみ応募可  〔定員〕30 人（応募者多数の場合は抽選） 

■磯子図書館 

学校図書館ボランティアサポート講座（全３回）各回 10：00～12：00 
〔内容〕【第１回】10/25（火）「本と子どもをつなぐアイデア―学校図書館の環境整備につい
て」〔講師〕秋山幸子氏（元横浜市学校図書館支援スタッフ）【第２回・第３回】11/15、29
（火）「学校図書館の本の修理・実習つき」〔講師〕本の修理いそご 〔対象〕磯子区内の学校
等でボランティア活動をしていて、全３回出席できる人。同じグループからの参加は２人まで
〔申込・定員〕10/12（水）９:30～磯子図書館カウンターまたは電話で。先着 20 人 

■神奈川図書館 

小学生向け読み聞かせボランティアステップアップ講座 
〔日時〕10/13（木）10：00～11：30 〔内容〕小学校高学年向けの読み聞かせの本
の紹介、プログラムの組み方、新しい絵本の紹介など 〔対象〕神奈川区内で小学生
対象の読み聞かせボランティアを始めて２、３年の人 〔申込・定員〕９/29(木) ９:30
～神奈川図書館カウンターまたは電話で。先着 30 人 〔講師〕中央図書館司書 

ボランティア講座 

はまっ子読書フェスティバル 

11/６（日）の講座・講演会 

〔会場〕中央図書館 地下 1 階ホール 〔定員〕各 180 人  
〔申込〕10/１（土）９：30～10/28(金) 

〈１〉 中央図書館 1 階⑤ヘルプデスク  
〈２〉電話（045-262-0050） 
〈３〉Ｅメール（ky-libgyoji@city.yokohama.jp） 

 ※保育希望の方は、その旨お伝えください(対象は２～６歳の児童、先着６名)。 

行事名 時間 Ｅメール記載事項 

〈１部〉10：30～11：15 
幼児～小学校低学年向け 

読み聞かせ講座 
〔対象〕学校や地域で読

み聞かせのボランティ

ア活動をしている人、

保護者 

〈２部〉11：30～12：15 
小学校中学年～高学年向け 

④参加希望： 
1 部、2 部、両方
⑤〈保育希望の
場合〉その旨と子
どもの名前・年齢

西巻
にし ま き

茅子
か や こ

さん 
講演会  

14：00～16：00 

①行事名 

②氏名・ 

ふりがな 

③電話番号 ④〈保育希望の
場合〉その旨と子
どもの名前・年齢

そのほか、親子で一緒に参加する「親子でいっしょに読み聞かせミニ講座」

（11/５）、テーマに沿って本の紹介をする「ブックトークを聞いてみよう！」（小学校中

学年、高学年対象。11/５、11/６）、市立小中学校の児童・生徒、保護者、教職

員が紙芝居やパネルシアター等を行う「はまっ子読書サミット」（11/５）もあります。

くわしくは図書館で配布するパンフレットか市立図書館ホームページをご覧ください。 

〔主催〕教育委員会（中央図書館・指導企画課）

※各イベントの申込は各図書館カウンターまたは電話で。

■泉図書館 

伝承草花遊びの会 
〔日時〕11/６（日）10：30～12：00 〔対象〕小学生

とその保護者 〔申込・定員〕10/12（水）９：30～
先着 12 組 〔講師〕泉図書館いいとこづくり委員会 

■磯子図書館 
ぬいぐるみといっしょのおはなし会＆ 
ぬいぐるみの図書館おとまり会 
〔日時・対象〕11/３（木・祝） ①11：00（幼児とそ

の保護者） ②14:00（小学生とその保護者） 
〔申込〕10/20（木）９:30～各回先着 15 組 

■鶴見図書館 
赤ちゃんとたのしむおはなし会on Saturday 
〔日時・対象〕11/５（土）①10：30 ②11：00 
〔対象〕４か月～１歳６か月までのお子さんと保護者 
〔申込・定員〕10/19（水）９:30～各回先着 15 組

■緑図書館 
クイズに答えよう！図書館スタンプラリー＆ 
世界の国別本の展示 
〔期間〕10/12(水)～11/11(金) 【申込不要】 

第７回紙芝居大会  
〔日時〕10/29（土）10：30～11：30 【申込不要】 

■山内図書館 
やまちゃんキッズクラブ「やってみようおはなし会」（全２回）
〔日時・内容〕①10/29（土）10:00～12:00（本の選

び方・読み方、手遊び）②11/23（水・祝）13:00
～15:00（おはなし会に参加） 

〔対象〕小学４～６年生（２日とも参加できる人） 
〔申込・定員〕９/29(木）９：30～先着６人 

10 月中に開催もしくは申込が始まるものを掲載しています。 
＠Ｌｉｂ11 月号では他のイベントも紹介します。 

はまっ子読書の日関連イベント 
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