
■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）」 
〔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。
６月に実施したパネルディスカッションでは、
戦時中までのエピソードを取り上げました。
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〕９/１（木）９：30～９/30（金） 

中央図書館１階「⑤ヘルプデスク」または
電話で。先着 150 人 

■泉図書館 

地域のみんなで支えよう～ 

認知症サポーター養成講座 
〔内 容 〕本 人 や家 族 にどのような対

応をしたらよいか学びます。 
〔日時〕９/25（日）14:00～15:30 
〔会場〕泉図書館２階会議室 
〔申込・定員〕９/13（火）９：30～泉図書

館カウンターまたは電話で。先着20 人
〔講師〕泉区キャラバン 
※予防のための講座ではありません。 

●関連展示 
まず知ろうー認知症の基礎知識 
〔期間〕９/８（木）～27（火）

■都筑図書館 

絵本の読み聞かせボランティア講座
（全３回） 
〔内容〕絵 本 の読 み聞 かせについて

の講義と実習 
〔日時〕10/６、13、20（木） 

10：00～12：00 
〔会場〕都筑区役所３階研修室 
〔対象〕小学生を対象とした読み聞

かせボランティアを始めて間もない
人かこれから始めようと考えている
人で全３回参加できる人 

〔定員〕30 人（申込多数の場合は抽選） 
〔申込〕９/12（月）～往復はがきまたはＥ

メールで。９/27(火)必着。申込１件に
つき１人まで、本人のみ申込可。 
（申込先）都筑図書館読み聞かせボ

ランティア講座担当 
【はがき】〒224-0032都筑区茅ケ崎中央32-1
【Ｅメール】ky-libgyoji14@city.yokohama.jp 

（記載事項）①氏名・ふりがな ②郵
便番号・住所 ③電話番号 
【はがき】返信面に返信用のあて先 
【Ｅメール】件名：読み聞かせボランティア

講座申込 

  
 

 

@ Lib 休館日のお知らせ/創立９０周年事業/講座・講演会/テーマ展示 ９ 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。

講座・講演会 

２ 

テーマ展示 

■瀬谷・南図書館ほか９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」 
〔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。 
瀬谷 ８/３(水)～30(火) 

南 ９/９(金)～28(水) 

港北 ９/10(土)～25(日) 

泉 10/７(金)～19(水) 

下記の図書館でも巡回予定です。 

神奈川・緑（10 月）、金沢・栄（11 月）、磯子・戸塚

（12 月）、保土ケ谷(１月) 

■都筑・瀬谷図書館ほか５館 

古川宇宙飛行士を応援しよう 
〔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。 

都筑 ８/26（金）～９/７(水)

瀬谷 ９/13(火)～29(木) 

保土ケ谷 11/１(火)～30(水) 

下記の図書館でも展示予定です。 
金沢・磯子（10 月）、中央（11 月）、緑（12 月） 

■磯子図書館・中図書館 

私たちの町を走ったチンチン電車
思い出の横浜市電展 
〔内 容 〕市電が走っていた頃の写真

や、当時使われた物品など貴重な
市電関連資料の展示をします。 

〔期間〕９/22(木）～10/10(月・祝）
〔協 力 〕横 浜 市 電 保 存 館 、横 浜 市

都市発展記念館 

休館日のお知らせ 

■市立図書館 

臨時休館について 
市立図書館は節電のため、７/１(金)～９/30（金）

の平日火～金曜日に市立図書館を４グループに分

け週１回、輪番で休館いたします（施設点検日のあ

る週はその日を休館日とします）。開館時間中も利

用に支障のない範囲で消灯するなどしています。ご

不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。なお、中央図書館の臨時休館はありません。 
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■都筑図書館 

パネル展示「タイムスリップ
横浜・関東大震災」 
〔期間〕９/１(木)～７(水) 
〔会場〕都筑区総合庁舎１階区民ホール 
〔協力〕横浜市史資料室 
※９/２(金)～19(月・祝)は、都筑図書館
にて、関連資料の展示も行います。 

資料展示「新聞でちょっとむかし
探検！あの日に帰りたい！？」 
〔内容〕都筑図書館所蔵の約 40 年

分の新聞縮刷版を大公開！ 
〔期間〕９/21(水)～10/20(木）  
＊「新聞クイズ」参加者には記念品をプレゼント。

■戸塚図書館 

戸塚の地盤変動（地形地質観察会）
〔内容〕現地で観察しながら、戸塚の

地盤変動を学びます。 
〔日時〕10/22（土）９:15～11:45 
  小 雨 決 行 。荒 天 の場 合 は講 演

会に変更。 
〔集合〕戸塚地区センター会議室 B 
〔対象〕小学生以上（小学生の場合

は保護者等同伴） 
〔申込・定員〕９/16（金）９:30～戸塚図書

館カウンターまたは電話で。先着25 人
〔講師〕笠間友博氏（神奈川県立生

命の星・地球博物館学芸員） 
＊参加者には特製クリアファイルをプレゼント。 

■山内図書館 

あおば探訪～牛込の獅子舞～ 
〔内容〕県の無形文化財にも指定さ

れている伝 統 芸 能 「牛 込 の獅 子
舞」を神明社で見学します。 

〔日時〕10/８（土）14:00～16:30 
〔集合〕山内図書館集会室 
〔申込・定員〕９/11（日）９:30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着 15 人 

●上映会（中図書館のみ） 
〔内容〕懐かしい市電のほか、トロリーバ

スや電車など、横浜の交通のあゆみ
を映像でたどります。 

〔日時〕９/22（木）10：00～、９/23
（金・祝）14：00～ 

〔会場〕中図書館２階会議室 
〔申込・定員〕９/13（火）９:30～中図書

館カウンターまたは電話で。各回先着
40 人 

創立９０周年事業 

＜市立図書館８月・９月の休館日一覧＞ 



３ 

中央 

●９/14、28(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 

●ボ９/３、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 ９/14(水)16:00 

（３歳～当日先着 30 人) 

泉 

●９/21(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９/11(日)①14：00（２歳～） 

②14：30（５歳～） 

磯子 

●９/14(水)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子～小学１年生)

●９/28（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）

神奈川 
●９/１(木)15:30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●９/21（水）15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ９/25(日) 

①14:30（３歳～） ②15:00（小学生） 

港北 
●９/14、28(水)15:30 

（４歳～小学２年生） 

栄 ●ボ９/24(土)14:00（４歳～） 

都筑 
●９/21(水)15：30 

（ひとりでおはなしを聞ける子） 

鶴見 
●９/８（木）15：00 

（３歳～とその保護者） 

戸塚 

●ボ９/10(土)14：00 

 （４歳～小学校低学年 当日先着 20 人）

●９/21(水)15：00 

（４歳～小学校低学年 当日先着 20 人)

中 
●ボ９/７、協 ９/21（水）15：30 

（３歳～） 

保土ケ谷 
●９/７、21(水)15:30 

（３歳～小学校低学年） 

緑 

●協 ９/28(水)15:30 

（３歳～当日先着 20 人） 

●ボ９/24(土)15：30 

  （３歳～当日先着 20 人） 

南 

●ボ９/14(水)15:30 

（おはなしを聞ける３歳～） 

●ボ９/10（土）11:00 

 （おはなしを聞ける５歳～） 

山内 
●協 ９/13、27(火)15:30 

（ひとりでおはなしを聞ける３歳～） 

■港南図書館 

パパママ赤ちゃんのための絵本と
わらべうたの会 
〔日時〕９/25（日）①10:30 ②11:00

③11:30 ＊各回 15 分程度 

〔対象〕１歳４か月～１歳８か月の幼児
とその保護者 

〔申込・定員〕９/14（水）９：30～港南図
書館カウンターまたは電話で。各回先
着８組 

中央 
●９/７、21(水)11：00 

（１～３歳児と保護者 当日先着15 組)

旭 
●９/28(水)10:30 

（０～３歳児と保護者 当日先着12 組)

泉 
●10/25(火)①10:30 ②11:15 

（２･３歳児と保護者 各回先着 15 組）

〔申込〕９/27（火）９:30～  

磯子 
●９/15(木)11:00 

（２・３歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕９/11(日)９:30～ 

神奈川 
●９/29（木）11：00 

（０～２歳児と保護者 先着 15 組） 

金沢 
●９/30（金）10:30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組） 

〔申込〕９/16(金)９:30～ 

港南 

●ボ９/１(木)①10：00 ②10：40 

 （０～４歳児とその保護者） 

●ボ９/14、28(水) 

①10:00（０～２歳児と保護者） 

②10:40（２～４歳児と保護者） 

港北 
●９/15(木)10：30 

（１～３歳児と保護者先着 15 組)

〔申込〕９/６(火)９:30～ 

栄 
●９/27(火)11：00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

瀬谷 
●９/７(水) ①10：30 ②11：15 

（乳幼児とその保護者 先着 12 組） 

〔申込〕９/２(金)９:30～ 

都筑 
●９/22（木）①10：00 ②10：45 

（２・３歳児とその保護者 各回先着10組）

〔申込〕９/９(金)９:30～ 

鶴見 
●９/27(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者)

戸塚 
●９/２(金)11:00 

（１～３歳児と保護者 当日先着20 組） 

中 
●協 ９/13（火）、24(土)10：30 

（１歳児～と保護者） 

保土ケ谷 
●９/15(木)①10:20 ②10：50 

 ③11：20 (０～２歳児と保護者) 

緑 

●協 ９/14(水)11:00 

（２・３歳児と保護者 当日先着12組）

●協 ９/21(水)①10:00 ②11:00 

（０・１歳児と保護者 各回当日先着12組）

南 
●ボ９/27(火) 

①10:30（０～２歳児と保護者） 

②11:30（２～４歳児と保護者） 

山内 
●協 ９/９(金)、23(金・祝) 

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 子ども向け行事/おはなし会 ９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 

子ども向け行事 

■神奈川図書館 

君も名探偵になれるか！？ 

生きもののヒミツをさぐれ！ 
－神奈川図書館で森の中のプレイパーク！－ 
〔内容〕図書館の近くの立町みはらし公園

で、遊びを通じて身近な自然を楽しもう。
観察したことを図書館の本で調べよう。 

〔日時〕９/17（土）９：30～12:30 
〔対象〕神奈川区在住の小学４～６年生 
〔申込・定員〕９/１(木) ９:30～神奈川図書

館カウンターまたは電話で。先着20 人 
〔講師〕(社)日本ネイチャーゲーム協会公認

ネイチャーゲームリーダー 
〔共催〕環境創造局みどりアップ推進課 

＊横浜みどりアップイベント 
＊参加者には特製クリアファイルをプレゼント 

おはなし会 

 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

■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～ 
〔内容〕夜空をスクリーンに投影し、講

師を招いて解説します。 
〔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） 

■緑図書館 

この本、イチオシ！～関東学院大学の先生が
ティーンのみなさんにオススメする19冊～ 
〔内容〕大学法学部・工学部の 17 人

の先 生 が教 えてくれた、ティーンの 
みなさん必見の本を展示します。 

〔期間〕９/２(金)～28(水) 

■緑図書館 

親子で聞こう！「楽しい本の紹介 
～ブックトーク」 
〔内容〕読書の楽しさがわかるとってお

きの本をご紹介します。 
〔日時〕10/22(土)10:30～12:00 
〔対象〕小学３～６年生の子どもと保護

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 

■南図書館 

よみがえる本 
〔内容〕修理ボランティアの活動の様子、

修理前・修理後の本を展示します。 
〔期間〕９/３(土)～14(水) 

■金沢図書館 

金沢図書館に金沢動物園がやって
きた!!!「大昆虫博 2011～今年の夏は
昆虫博士になろう！～」 
〔期間〕７/14(木)～９/６(火)（予定） 

■山内図書館 

こどもを育てる あそびとおはなし！ 
“おはなしごっこ０１２”（全６回） 
〔日時〕10 月～３月の第４木曜日 
  10：30～11：45 
〔対象〕０～２歳児と保護者（全回参加できる人）
〔申込・定員〕９/15（木）９:30～山内図書館

カウンターまたは電話で。先着15組 
〔参加費〕テキスト材料費：200 円/１回 
〔共催〕ＮＰＯ語り手たちの会“おはなしごっこ０１２”チームよこはま

今年の夏も！ 


