
  
 

 

@ Lib 講座・講演会/テーマ展示 ３ 月  

※３月の休館日は 22 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。 

２

■緑図書館 

第７回紙芝居大会 
〔内容〕紙芝居大会も第７回を迎えまし

た。大 人 も楽 しめる紙 芝 居 、ぞんぶ

んにご堪能ください。 

〔対象〕子どもから大人まで 

〔日時〕４/２（土）10:30～11:30 

〔会場〕緑図書館玄関前広場 

（雨天の場合は図書館入口ホール） 

〔申込〕入場自由、開始時刻までに会場へ 

講座・講演会 

■磯子図書館  

医療情報コーナーオープン記念講座

「医療の情報救急箱」―いざその時に、  
お医者さんの説明がわかる調べ方 

〔内容〕医師から病気の説明を受ける時に

参考になる情報の調べ方など、医学情

報を専門とする横浜市立大学医学情

報センターの司書による講座です。 

〔日時〕３/26（土）13：30～15:00    

〔会場〕磯子図書館会議室 

〔申込・定員〕３/11(金)９：30～磯子図書

館カウンターまたは電話で。先着30 人 

〔講師〕横浜市立大学医学情報センター司書 

〔共催〕横浜市立大学医学情報センター 

■港南図書館 

パネル展示「食糧危機― 
６人に１人が飢えている！」 

〔内容〕国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の活動
を紹介するパネルと関連図書を展示します。

〔期間〕３/８（火）～21（月・祝） 
〔会場〕港南図書館会議室 

■神奈川図書館  

パネル展示「風をきって走るー 
自転車と文学とヨコハマ」 

〔内容〕自転車にちなんだ作家や文学
作品をテーマ別に紹介します。 

〔期間〕３/15（火）～27（日）    
〔会場〕神奈川図書館児童展示コーナー 

■泉図書館  

パネル展示「春爛漫：横浜絵葉書にみる桜」
〔内容〕横浜市立図書館所蔵の絵葉書の

中から、桜にちなんだものを展示します。 
〔期間〕３/９(水)～31(木) 
〔会場〕泉図書館１階ロビー

こうなんの昔の景観 写真展 
〔内容〕港南区内の４つの小学校が保管

する昭和 30 年、40 年代の写真を中心
に、区内の風景をパネルで展示します。

〔期間〕２/22（火）～３/21（月・祝） 
〔会場〕港南図書館２階 

■緑図書館 

写真展「十日市場桜ごよみ」 
〔内容〕もう間もなく桜の季節。図書館近

くの桜の開花の様子を、昨年定点観
測して撮影した写真でご紹介します。 

〔期間〕３/１(火)～31(木) 

■山内図書館 

展示「女性とセーフティネット
～人間らしくあるために～」 

〔内容〕女性をとりまくセーフティネットの
視点から、社会支援、雇用、貧困の
テーマに添った本の展示を行います。

〔期間〕２/22（火）～３/21（月・祝） 
〔会場〕山内図書館展示コーナー 
〔企画・制作・提供〕男女共同参画センター横浜 

■都筑図書館 

第２期都筑区地域福祉保健計画 
「つづき あい展」図書展示 
〔内 容 〕「人と人との であい ささえあい

わかちあい」を目 指 す都 筑 区 の福 祉
保健活動の紹介やボランティア関連資
料を展示。地域活動の 
“はじめの一歩”を 
踏み出すきっかけ 
探しにお役立てください。 

〔期間〕３/２（水）～21（月・祝） 
〔共催〕都筑区福祉保健課 

■中図書館  

フェンスのあったころの本牧 
●パネル展 
〔内容〕30年前、本牧はまだ米軍に接収さ

れた地域でした。当時の写真や地図な
どを展示し、本牧の歴史をたどります。 

〔期間〕３/23（水）～４/10（日） 
〔会場〕中図書館入口 
〔協力〕横浜市史資料室、横浜都市発展記念館

●上映会  
〔内容〕懐かしい戦後の横浜のニュース

映像を上映します。※①②は同じ内容

〔日時〕①３/24（木）10：00～12：00 
②３/27（日）14：00～16：00 

〔会場〕中図書館２階会議室 
〔定員〕各回 40 人※上映時間中、入場自由。

南図書館 春からエコ活！ 

①名人に教わる 
「ひょうたんカーテンの育て方」 

〔内容〕緑のカーテンとしても楽しめる、ひ
ょうたんの育て方をお伝えします。参加
者にはひょうたんのタネをプレゼント。 

〔日時〕３/24（木）13:30～15:00 
〔対象〕南区内在住・在学・在勤の人 
〔定員〕35 人 

②「ヒートアイランドのひみつと、 
風と熱の力を知ろう！」 

〔内容〕太陽熱風車と風力発電機づくりや
光と熱の実験をとおして、自然の力を体
感しよう。緑のカーテンの効果も紹介！ 

〔日時〕３/29（火）13:30～16:00 
〔対象〕南区内在住・在学の小学生と保護者
〔定員〕16組 〔参加費〕材料費 300 円 

緑のカーテン実験＆栽培教室 〔会場〕南図書館２階会議室 

【各イベントの申込】申込受付中。はがき、FAX または携帯サイト 
（http://m.city.yokohama.lg.jp/mn/m.html）で受付。 
申込先：南区役所区政推進課企画調整係（FAX 712-0404 住所 〒232-0018 
南区花之木町 3-48-1）行事名・郵便番号・住所・氏名・電話番号を記入し、 
①は参加人数、②は子どもの年齢も記入。３/16（水）必着。 
応募多数の場合は抽選。【問合先】☎743-8128（南区役所区政推進課企画調整係） 

緑のカーテンパネル展 〔期間〕３/２（水）～４/４（月）  
〔内容〕学校・保育園・幼稚園などの緑のカーテン栽培報告や、緑のカーテンの育て方、おい

しいゴーヤー料理のレシピなど、役立つ楽しい情報がいっぱい！関連図書の展示もあります。

検索機使い方相談

旭 
３/８(火) 10：00～11：30 

開催時間内随時受付 
初心者対象 

港北 
３/18（金）10：30～11：30 

開催時間内随時受付 

初心者対象 

戸塚 

３/25(金)  
①10：30～11：00 
②11：15～11：45 

〔申込〕３/18(金)９:30～ 
戸塚図書館カウンターまたは
電話で。各回先着３人 
初心者対象 

■中央図書館 

情報検索講座「新聞の情報を調べる」 
〔内容〕インターネットや中央 図書 館 の

ＰＣリサーチコーナーのデータベース、

図書を使った調べ方のコツを紹介。 

〔日時〕３/24（木）14:00～14：30 

〔会場〕中央図書館３階グループ閲覧室 

〔申込・定員〕当日中央図書館３階カウンター

で受付。先着10 人 

〔講師〕中央図書館司書 

テーマ展示 



３ 

中央 
●３/16(水)①10：30 ②11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

旭 
●３/23(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

泉 
●４/14(木)①10:30 ②11:00 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組) 

〔申込〕３/10(木)９:30～ 

磯子 
●３/17(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕３/11(金)９:30～ 

神奈川 
●３/29(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕３/７(月)９:30～  

港南 

●ボ３/３(木) 
①10:00 ②10:40 (０歳 児 ～と保 護 者 )

●ボ３/25(金) 

①10:00(０～２歳児と保護者) 
②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
●３/17(木)11：00 

(１～３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕３/８(火)９:30～ 

栄 
●３/29(火)11：00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組) 

瀬谷 
●協３/10(木)①10：30 ②11：15 

 （０～３歳児と保護者 先着 12 組） 
 〔申込〕３/１(火)９：30～ 

都筑 
●４/14(木)①10:00 ②10:45 
 （２・３歳児と保護者 各回先着 10 組）

〔申込〕３/31(木)９：30～ 

戸塚 
●３/４(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ３/８（火）、26（土）10：30 

 (１歳児～と保護者) 

保土ケ谷 
●３/17(木)①10：20 ②10：50 
  ③11：20 （０～２歳児と保護者） 

緑 

●協 ３/９(水)①10:00②11:00 

(２・３歳児と保護者 各回当日先着 15 組) 

●協 ３/16(水)①10:00②11:00 
(０・１歳児と保護者 各回当日先着 15 組) 

南 
●ボ３/15(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 
②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ３/11、25(金) 

①11:00 ②11:30(１歳 児 ～と保 護 者 ) 

中央 

●３/２、９、16、23、30(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生)
※第３水曜日は、ボランティアによる実施

●ボ３/12、26(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子)
②14:30(小学生～) 

旭 
●協 ３/９(水)16:00 

(３歳～ 当日先着 30 人) 

磯子 
●３/９(水)15：30 

（３歳～小学１年生） 

神奈川 
●３/１（火）15：30 

（３歳～小学２年生） 

金沢 
●３/16(水)15：30 

  （ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 
●ボ３/27(日) 
  ①14:30(４歳 ～) ②15:00(小 学生～)

港北 
●３/1１、25(金)15：30 

（４歳～小学２年生） 

栄 
●３/９(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

●ボ３/26(土)14:00(４歳～大人) 

瀬谷 ●３/30(水)15：30 (３歳～) 

都筑 
●３/16(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●３/９(水)15:00 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～)

戸塚 

●ボ３/12(土)14：00 

  (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 )

●３/16(水)15：00 
 (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 )

中 
●ボ３/２（水）15:30(３歳～小学生) 
●協 ３/16(水)15:30(３歳～小学生)

保土ケ谷 
●３/２、16(水)15:00 

(幼児～小学校低学年) 

緑 
●協 ３/23(水)15:30 

(３歳～ 当日先着 20 人) 

南 

●ボ３/９(水)15：30 

(おはなしを聞ける３歳～) 
●ボ３/12(土)11:00 

(おはなしを聞ける５歳～) 

山内 
●協 ３/９、23(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 子ども向け行事/ティーンズ向け行事/おはなし会 ３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 

子ども向け行事 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

■南図書館  
大岡小学校の子どもたちによる作品展示会 
〔期間・内容〕 

①３/９（水）～21（月・祝） 
４年２組 折り紙壁画の紹介 

②３/24（木）～４/５（火） 
６年１組 弘明寺のオリジナル弁当発表  

〔会場〕南図書館１階児童コーナー 

■磯子図書館  

図書館ポップアップ大作戦！ 
―汐見台中学校生徒によるお薦め本展示 

〔内容〕中学生による手作りのポップと
「本の帯」を紹介します。 

〔期間〕３/23(水）～ 
４/10(日) 

〔会場〕 
磯子図書館ロビー 

●講演会「2010 年の子どもの
本と紙芝居をふりかえって」 
〔日時〕３/25（金）14:00～16:30 
〔参加費〕資料費 500 円 
〔申込・定員〕往復はがきに住所・

電話番号・氏名を記入し「子ど
もと本」事務局（〒232-0061
南区大岡４-２-28）先着 50 人  

■港北図書館 

ティーンズ限定 春休み一日図書館員 
〔内容〕カウンターの仕事やいつもは入

ることのできない書庫での作業など
を体験します。調べ物のコツもわか
るようになります。 

〔日時〕３/31（木）９：00～16：00 
〔対象〕中学生・高校生 
〔会場〕港北図書館１階 
〔申込・定員〕３/15（火)９：30～港北図書

館カウンターまたは電話で。先着 10 人 
春休み特別おはなし会 ※各回 30 分程度

■鶴見図書館 

ワッくん鶴見カルタ大会 
〔内容〕「ワッくん鶴見カルタ」 

取りであそぼう！参加者には 
オリジナルミニハンカチをプレゼント。 

〔日時〕３/29（火）10：30～11：30 
〔対象〕３歳～小学３年生（保護者同伴可） 
〔会場〕鶴見図書館会議室 
〔申込・定員〕３/15（火）９：30～鶴見図書

館カウンターまたは電話で。先着 20 人 

【主催】市民グループ「子どもと本」【問合先】「子どもと本」事務局☎721-3016 

ティーンズ向け行事 

●おはなし会など 
〔内容〕地域のボランティアグル

ープによるおはなし・紙芝居・
人形劇など。 

〔日時〕３/26（土）～28（月） 
①10:30②11:30③14:00
④15:00（３/26 除く） 

〔申込・定員〕各回 15 分前より会場
にて受付。（３/26③は30分前より受付） 

各回先着 70 人 

おはなしフェスティバル 2011〔会場〕南図書館２階会議室 

泉 
●３/27(日)①14:00（４歳～小学校低学年） ②14:45（小学生～） 

春休みに親子でお話を楽しんでみませんか。大人の方も

お気軽にご参加ください。〔出演〕おはなしのいずみの会 

磯子
●３/23(水)①15：30（３歳～小学１年生） ②16：00（小学生） 

おはなしどうぶつえん５回目は紙芝居作家片岡直子さんによる動

物の紙芝居です。参加者にはオリジナルミニハンカチをプレゼント。

神奈川
●３/29(火)13：30（小学生 当日先着 30 人） 

小学校３・４年生向けのお話もします。 
参加者には、オリジナルミニハンカチをプレゼント。 

港南
●３/30(水)15：30（小学生)  

  参加者には、オリジナルミニハンカチをプレゼント。 

保土ケ谷
●３/25(金)15:30（小学生） 

大好きな１冊の本に出会えるお手伝いをします。 
参加者には、オリジナルミニハンカチをプレゼント。 

緑 
●３/30（水）10：30（小学生）開始５分前に図書館入口ホールに集合

お城・湖をテーマに世界の絵本やおはなしを紹介します。

参加者には、オリジナルミニハンカチをプレゼント。 


