
折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

図書館たいむず図書館たいむず

・８月７日(日)…アニメ「忍たま乱太郎の宇宙大冒
険 with コズミックフロント☆ＮＥＸＴ」(50分)
・８月21日(日)…アニメ「くまのがっこう　パティ
シエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ」(33分)
と　き　いずれも14時～(13時30分開場)
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各30人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(t229－3321)

　「わらべ読み聞かせ部会」によるおはなし会「お
はなしの森」を、夏休みのスペシャル版で行います。
と　き　８月３日(水)15時～16時
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
定　員　先着40人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同文学館(t254－0011)

　子どもから大人まで楽しめる落語の寄席を行い
ます。
と　き　８月21日(日)10時～11時30分
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
演　者　切磋亭琢磨さん(寝床の会)ほか
対　象　小学生以上
定　員　先着30人
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または
　電話で同文学館(t254－0011)へ

と　き　８月27日(土)10時30分～12時
ところ　安濃図書館２階学習室
内　容　「やまびこ会」によるおはなし会のスペシャ
ル版(絵本、紙芝居、ゲームなど)
対　象　どなたでも(小学生以下
は保護者同伴)
定　員　先着16人
申し込み　８月１日(月)10時から
直接窓口または電話で同図書館
(t268－5822)へ

と　き　８月６日(土)９時30分～11時30分
ところ　美里文化センター２階
講　師　河原田誠教さん
対　象　小学生(３年生までは
保護者同伴)
定　員　先着10人
費　用　300円(材料費)
持ち物　はさみ、のり、定規、えんぴつ、消しゴ
ム、ホッチキス(持っている人)
申し込み　７月21日(木)から直接窓口または電話で
美里図書館(t279－8122)へ

　おはなしを考えるところから製本まで、全て手づ
くり。２回の教室で１冊のしかけ付き絵本が完成し
ます。
と　き　８月10日(水)、24日(水)９時30分～12時
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　小林茂美さん(手づくり絵本教室 夢工房)
対　象　小学生とその保護者
定　員　15人
費　用　1,500円(材料費)
申し込み　７月22日(金)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ
託　児　１才から就学前までの子どもの託児を10
　人まで行います(子ども１人に１回300円)。希望 
　する人は７月31日(日)までに申し込み

　手話を使った絵本の読み聞かせをします。
と　き　８月24日(水)14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　藤田逸歩さん
対　象　４歳～小学２年生の子どもと保護者
定　員　先着10組
申し込み　７月25日(月)９時から直接窓口または電
　話で同図書館(t229－3321)へ
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図書館職員
おんばいがえしの会

ちいさなおともだちのおはなし会
(赤ちゃん向け) ４日・18日いずれも(木)14時15分～

おはなし会
(絵本、紙芝居など) ４日・18日・25日いずれも(木)15時15分～

内容など と　き 語り手

13日(土)14時～ ポップコーン小学生夏のおはなし会
(ストーリーテリング)

11日(木・祝)14時15分～ 図書館職員夏のおはなし会
(絵本、パネルシアターなど)
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久居ふるさと
文学館

どんぐりおはなしの泉
(親子で絵本の楽しさを体感)

絵本DEお話しよう会
(大人向け・参加者が発表会形式でおこなう絵本の読書会)

かたつむり

17日(水)15時～ わらべおはなしの森
(年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)

おはなしであそぼう！
(絵本の世界を身近な遊びを通して体験) 13日(土)15時～

８日(月)10時30分～

かたつむり

かたつむり

おはなし会
(絵本、素語り、パネルシアターなど) ６日・20日いずれも(土)15時～

18日(木)10時～

ブックトーク
(テーマに合わせた本の紹介)

だっこでおはなし！
(赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)

ラッコの会
楽しいおはなしの時間
(絵本、紙芝居など)

夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など)

こんぺいとうおはなし会
(絵本、紙芝居など) 27日(土)11時～

やまびこ会夏休みおはなし会スペシャル
(絵本、紙芝居など) 27日(土)10時30分～

芸濃図書館

河芸図書館

安濃図書館

27日(土)15時～

24日(水)11時～

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～ 図書館職員

図書館職員とボランティア

よみっこ

図書館職員とボランティア

小さい子向きおはなし会
(絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び) ４日・18日いずれも(木)11時～

７日・14日・28日いずれも(日)11時～

21日(日)11時～

あをの会

ひなたぼっこひなたぼっこ平和のおはなし会
(ストーリーテリング、絵本、紙芝居) 13日(土)11時～

大人のための読み語り
(絵本や児童書の読み語り) 15日(月)15時～

おはなし会012
(赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など) ５日(金)11時～

一志図書館

うぐいす
図書館

とことめっこのおはなし会
(絵本、紙芝居、わらべ歌など) 27日(土)15時～　

ボランティアのおはなし会
(絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど) ６日(土)15時～

おはなし会
(絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

津図書館
(■t229－3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
久居ふるさと文学館
(■t254－0011)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

津図書館
(■t229－3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
久居ふるさと文学館
(■t254－0011)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
(■t254－0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

河芸図書館
(■t245－5300)10時～18時
うぐいす図書館
(■t262－5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時）
芸濃図書館
(■t265－6004)９時～17時
美里図書館
(■t279－8122)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

安濃図書館
(■t268－5822)10時～18時
きらめき図書館
(■t292－4191)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
一志図書館
(■t295－0116)10時～19時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）
美杉図書室
(■t272－8092)９時～17時

せっさてい たくま

まさのり

いつほ

●夏休みおはなし会スペシャル（無料）●夏休みおはなし会スペシャル（無料）

●映画鑑賞会（無料）●映画鑑賞会（無料）

●子ども寄席（無料）●子ども寄席（無料）

●えほんカーニバル（無料）●えほんカーニバル（無料）

●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」
●作ってあそぼう
　「とびだす絵本（カブト虫）」

●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）
●しかけで楽しむ手づくり絵本教室
 （全２回）

●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）
●暮らしに役立つ図書館講座
 「手話で楽しむおはなし会」（無料）

ストーリーテリング
(絵本や紙芝居を使わないおはなし会) ①６日②13日③20日④27日いずれも(土)15時～ ①マザーグース②ポップコーン

③おはなしのたね④ききゅう船

３日・10日・17日・24日・31日
いずれも(水)15時～

図書館職員とボランティア

絵本の日
(絵本、紙芝居など)


