
  
 

 

@ Lib お知らせ/講座 ５ 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。

２

お知らせ 
■市立図書館 
開館時間について 

市立図書館18館は東京電力による
計画停電の原則不実施にともない、
当面の間、次のとおり開館します。 
火～金  ９：30～19：00 
土・日・月・祝（休日） ９：30～17：00 
くわしくは、市立図書館ホームページ
をご確認ください。 
http://www.city.yokohama.lg.jp/
kyoiku/library/ 
 

「蔵書再構成５か年計画」を策定
しました 

図書館を取り巻く環境変化や課題に対応
しながら、充実した蔵書構成によってサー
ビスの向上を目指します。くわしくは、市立
図書館ホームページをご覧ください。   
http://www.city.yokohama.lg.jp/ 
kyoiku/library/unei/zoshosaikosei.html 

 
メールマガジン、配信登録受付中！ 

くわしくは、市立図書館ホームページをご
覧ください。 
http://www.city.yokohama.lg.jp/
kyoiku/library/mlmg/ 

 

■金沢図書館 
小学生向け絵本の読み聞かせ 
ボランティア講座 
〔内容〕初心者向け絵本の講座と実習 
〔日時〕①５/26（木）②６/２（木） 

各回 10：00～12：30 
〔対象〕金沢区内で小学生を対象に

した読み聞かせボランティア活動を
始めて間もない市民 

〔申込・定員〕５/13（金）９：30～金沢
図 書 館 カウンターまたは電 話 で。
先着 15 人 

〔講師〕金沢図書館司書 

■緑図書館  

第４回みどりおはなしフェスタ 
①ママが楽しむおはなし会 

＆図書館ツアー 
〔日時〕５/13（金）10:00～12:00 
〔対象〕子どもと保護者 
〔定員〕先着15 組＊保育あり（有料15 人） 
 

②わらべうた講習会 
〔日時〕５/31(火)11:00～12:00 
〔対象〕子どもと保護者、読み聞かせ

活動をしている人 
〔定員〕先着 30 人 
〔講師〕緑図書館司書 
①②とも 
〔会場〕緑図書館会議室 
〔申込〕４/23(土)10:00～緑区地域

子育て支援拠点いっぽ（☎989 
-5850）で。 

 
③みんな大好き！「ねずみくんの 

チョッキ」～なかえよしをの世界 
〔内容〕絵本作家なかえよしをさんの

作品を一堂に集めて紹介します。 
〔期間〕４/28(木)～５/13（金） 

■戸塚図書館 
読み聞かせ講習会 入門編 
〔日時〕５/26（木）９：45～11：45 
〔対象〕地域や学校で絵本の読み聞

かせボランティア活動を予定してい
るか始めたばかりの人 

〔会場〕戸塚地区センター会議室 B 
〔申込・定員〕５/12（木）９：30～戸

塚 図 書 館 カ ウ ン タ ー ま た は 電 話
で。先着 30 人 

〔講師〕戸塚図書館司書 
＊オリジナルクリアファイルプレゼント 

■南図書館 
地域再発見！「弘明寺公園に 
さいている花」を探そう 
〔内容〕花の写真撮影の解説と、弘

明 寺 ～弘 明 寺 商 店 街 を巡 る図
書館周辺再発見ツアー。 

〔日 時 〕５/29（日 ）９：30～12：00
雨天順延（６/５） 

〔対象〕一般市民（高校生以上） 
〔申込・定員〕５/11（水）９：30～南図書館

カウンターまたは電話で。先着20 人 

■港南図書館 
初 めてのパパママ赤 ちゃんのた
めの絵本とわらべうたの講座 
〔日時〕５/21（土）①10:30～11:00

②11:30～12:00 各回内容同じ 
〔対象〕港南区在住の４か月～12 か

月児と保護者 
〔会場〕港南図書館会議室 
〔申込・定員〕５/11（水）９：30～港

南 図 書 館 カ ウ ン タ ー ま た は 電 話
で。各回先着 10 組 

 
歴史講座「芹が谷の歴史」 
〔内容〕芹香園、浩風園からこども病

院 の設 置 に至 る芹 が谷 の近 代 史
について語ります。 

〔日時〕６/25（土）14:00～16:00 
〔申込・定員〕往復はがきに、①住所②

氏名③電話番号、返信用のあて先を
書いて、〒234-0056 港南区野庭町
125 港南図書館まで。はがき 1 枚に
つき 1 人。５/31（火）消印有効。定
員 50 人（申込多数の場合は抽選） 

〔会場〕港南図書館会議室 
〔講 師 〕大 平 力 蔵 氏 （平 戸 ・永 谷 川

水辺愛護会会長） 

① 

＊ 

５/18（水）

10：00～ 

12：00 

公開講座「絵本と出会う」 講

師/渡辺順子氏（すずらん文

庫主宰） 会場/鶴見区役所６

階８号会議室 

② ５/31（火）

10：00～ 

12：00 

講座「絵本とわらべうたの豊か

な世界」 講師/鶴見図書館司

書 会場/鶴見図書館会議室 

③ 

＊

＊ 

６/３か 10

（金）９：30

～11：30  

見学「１歳６か月児健診 つる

みっこ絵本広場」 会場/鶴見

区役所１階乳幼児健診会場 

④ 

＊

＊ 

６/７か 14

（火）９：30

～11：30 

見学「４か月児健診 つるみっ

こ絵本広場」 講師/鶴見福祉

保健センター保健師 会場/鶴

見区役所１階乳幼児健診会場 

＊公開講座。この回のみの申込可 

＊＊どちらか１日選択 

〔対象〕絵本の読み聞かせやわらべうた
に関心があり、協力スタッフとして活
動できる人。報酬なし。交通費支給
あり。区内在住または在勤で全４回
参加できる人。 

〔活動内容〕４か月児健診・１歳６か月
児健診時に月１回以上参加。月１回
のミーティングに参加。研修もあり。 

〔申込・定員〕５/11（水）～鶴見福祉
保健センターこども家庭支援課 こど
も家庭支援担当戸花・岩切（☎510
‐1850）へ電 話 で。受 付 時 間 月 ～
金８：45～17：15。先着 20 人。①の
み保育あり（要問合せ） 

■鶴見図書館 
鶴見福祉保健センター乳幼児健診
「つるみっこ絵本広場」協力スタッ
フ養成講座（全４回） 
〔内容〕

講 座 
■中央図書館 
い・にし・え散歩 
〔内容〕西区の史跡を解説付きで散

策します。 
〔日 時 〕６/18（土 ）14：00～16：00 

小雨決行。雨天順延（６/19（日）。
雨天時は中止。） 

〔集合場所〕中央図書館 
〔対象〕西区および近隣区在住の市

民（18 歳以上） 
〔申込・定員〕往復はがきに、①行事名

②氏名③住所④電話番号、返信用
のあて先を書いて、〒220-0032 西
区老松町１中央図書館サービス課
「い・にし・え散歩担当」まで。５/１
（日）～31(火)必着。定員 20 人(申
込多数の場合は抽選) 

■都筑図書館 
「総合案内」窓口を開設しました 
 
 暮らしの問題、 

図書館にヒントあり！ 

司書が探しもの・調べ
もののお手伝いをいた
します。お気軽にご相
談ください。 

■戸塚図書館 
相談カウンター リニューアル 
「本を探すには？」、 
「欲しい資料や情報
を得るには？」など、 
司書が一緒にお手
伝いします。 



 

中央 
●５/18(水)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着 15 組) 

旭 
●５/25(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着 15 組) 

泉 
●６/28(火)①10:30 ②11:15 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組) 
〔申込〕５/24(火)９:30～ 

磯子 
●５/19(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕５/11(水)９:30～ 

神奈川 
●５/31(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 先着 15 組) 

金沢 
●５/25（水）10：30 

（１・２歳児と保護者 先着 15 組）

〔申込〕５/11（水）９：30～ 

港南 

●ボ５/12(木) 

①10:00 ②10:40 (０～４歳 児 と保 護 者 )
●ボ５/13、27(金) 

①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
●協５/19(木) 11：00 

 （1～３歳児と保護者 先着 15 組） 

 〔申込〕５/１0(火)９：30～ 

栄 
●５/31(火)11：00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組) 

瀬谷 
●協５/12(木)①10：30 ②11：15 

 （乳幼児と保護者 各回先着 12 組） 

 〔申込〕５/１(日)９：30～ 

都筑 
●６/９(木)①10:00 ②10:45 

 （２・３歳児と保護者 各回先着 10 組） 
〔申込〕５/26(木)９：30～ 

鶴見 
●５/24(火)11:00 

(１歳６か月～３歳未満と保護者  

当日先着 15 組) 

戸塚 
●５/６(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ５/10（火）、28（土）10：30 

 (１歳児～と保護者) 

保土ケ谷 
●５/19(木)①10:20 ②10:50 ③11:20 

 （０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 ５/1１(水)11:00 

(２・３歳児と保護者 各回当日先着 12 組) 
●協 ５/18(水)①10:00 ②11:00 

(０・１歳児と保護者 各回当日先着 12 組) 

南 
●ボ５/17(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 
②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ５/13、27(金) 

①11:00 ②11:30(１歳児～と保護者) 

中央 

●５/11(水)15:30 
(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生)

●ボ５/25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生)
●ボ５/７、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 ５/11(水)16：00 

（３歳～当日先着 30 人） 

泉 

●ボ５/８(日) 

①14:00（２歳～）②14:30（５歳～)

●５/18(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 

●５/11(水)15：30 

（幼児～小学１年生） 

●５/25(水) 
①15：30（幼児～小学１年生）  

②16：00（小学生） 

金沢 
●５/18(水)15：30 

  （ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ５/22(日) 

  ①14:30(３歳～) ②15:00(小学生～)

港北 
●５/11、25(水)15：30 

（４歳～小学２年生） 

栄 

●５/11(水) 15:30 
(ひとりでおはなしを聞ける子) 

●ボ５/28(土)14：00 

（４歳～） 

瀬谷 ●５/25(水)15：30 (３歳～) 

都筑 
●５/18(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●５/11(水)15:00 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

戸塚 

●ボ５/14(土)14：00 

  (４歳～小学校低学年 当日先着20人)

●５/18(水)15：00 
 (４歳～小学校低学年 当日先着20人)

中 ●協 ５/18(水)15:30(３歳～小学生) 

保土ケ谷 
●５/18(水)15:30 

(幼児～小学校低学年) 

緑 
●協 ５/18(水)15:30 

(３歳～ 当日先着 20 人) 

南 

●ボ５/11(水)15：30 

(おはなしを聞ける３歳～) 

●５/14(土)11：00 
(おはなしを聞ける５歳～) 

山内 
●協 ５/11、25(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

 
 
 

@ 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 展示/子ども向けイベント/おはなし会 ５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

■金沢図書館  

パネル展示「風をきって走る― 
自転車と文学とヨコハマ―」 
〔期間〕４/1（金）～５/31（火） 
〔会場〕金沢図書館１階ロビー 

■保土ケ谷図書館 

横浜の学童疎開 
〔期間〕５/14(土)～６/５(日) 

 ＊５/18（水）、19（木）、６/1（水）を除く 
〔会場〕保土ケ谷図書館会議室 

展 示 

■泉図書館 

親子で楽しむわらべうた（全５回） 
〔日時〕５/20（金）～10/21（金）の毎月

第３金曜日（８月休み） ①10：30～②
11：15～ 

〔会場〕泉図書館２階会議室 
〔対象〕０歳～１歳６か月児と保護者。

なるべく全回出席できる方 
〔申込・定員〕５/11（水）９：30～泉図書館

カウンターまたは電話で。各回先着10組 
〔講師〕阪口道子氏 

子ども向けイベント 

■瀬谷図書館 

せやおはなしフェスティバル 
〔日時・対象〕５/21（土）①10：30 

②11：30③13：30④14：30⑤15：30  
①③⑤３歳～ ②④小学生～ 

〔会場〕瀬谷図書館会議室 
〔語り手〕①風の会②おはなしダイヤ

モンド③しらゆりみどりのたね④きずな
⑤はらっぱの会 

■山内図書館 

親子で楽しむ郷土の紙芝居 
〔内容〕民 話 の解 説 もあります。 

①水 神 姫 ②おしゃもじさま 
〔日時〕５/28（土）14：00～15：00 
〔会場〕山内図書館集会室 
〔演者〕あおば紙芝居一座 

■山内図書館 
あおば探訪～自然編１「葉っぱの
上に動物園」～ 
〔内容〕ゾウムシやオトシブミを中心に

身 近 な自 然 観 察 を楽 しむ方 法 を
学びます。 

〔日時〕５/22（日）９:00～12:00   
〔対象〕小学生以上（２年生以下は、

要保護者同伴） 
〔会 場 〕寺 家 ふるさと村 （集 合 場 所 

寺家ふるさと村「四季の家」） 
〔申込・定員〕５/11（水）９：30～山内図書

館カウンターまたは電話で。先着15 組 
〔講師〕仁井雄治氏（（株）地域環境

計画元代表）  

■市立図書館 
 
子ども読書の日イベント 

４/19（火）～５/15（日）は、子ども読書の日 

にちなんだイベントを開催。くわしくは、図書館 

で配布するチラシまたは、市立図書館ホームページで。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/bunka/kodomodokusyo2011.html 

“４月２３日は子ども読書の日”

３


