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折り込み紙

催し物のご案内

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

　市内で活動している皆さんの作品展示です。
と　き　７月１日(水)～５日(日)９時30分～16
　時30分　※５日は16時まで
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セ
　ンター(展示室)・ギャラリー
入場料　無料

　市内で活動している学生の皆さんが日頃の
練習成果を発表します。
と　き　７月18日(土)13時30分～(13時開場)
ところ　白山総合文化センターしらさぎホール
入場料　無料

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

1日(水)～5日(日)
9:30～16:30
(5日は16:00まで）

31日(金)～8月2日(日)
9:00～17:00
(2日は16:30まで）

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

津リージョンプラザ
　229-3300

津平和のための戦争展
実行委員会事務局
　229-1273(亀井）

無料

無料津平和のための戦争展

津市民文化祭　美術部門
写真展

昨年の写真展

昨年の演劇

昨年の吹奏楽の午後

津市民文化祭津市民文化祭
●美術部門 写真展●

　「たぬき家」を舞台に、チェーホフの「桜の園」
をベースにした笑いあり、涙ありの物語です。
と　き　７月11日(土)19時～(18時開場)、12
　日(日)14時～(13時開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料 前売り　大人1,500円・学生1,000円

　　　　小学生600円
当　日　大人1,800円・学生1,200円
　　　　小学生700円

津市民文化祭津市民文化祭
●舞台芸術部門 演劇●

「喜劇・桜の園」～狸は嫁か姑か～

津市民文化祭津市民文化祭
●舞台芸術部門 吹奏楽の午後●

イベント情報











折り込み紙

図書館たいむず

と　き　７月25日(土)14時～　

ところ　きらめき図書館えほんのへや
内　容　ボランティアグループ「まじっくぼっく
　す」の夏のお話がいっぱいのスペシャル版
問い合わせ　同図書館(　292-4191）

●夏休みスペシャルまじっくぼっくすの
　おはなし会(無料）　
●夏休みスペシャルまじっくぼっくすの
　おはなし会(無料）　

●７月５日(日)…「七つのほし、ふしぎないど、
　大造じいさんとガン」(計50分)
●７月19日(日)…「ロビンソン・クルーソーの無
　人島の冒険」(40分)
時　間　いずれも14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各50人(小学生以下は保護者同伴）
問い合わせ　同図書館(　229-3321）

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

　きらめき図書館では蔵書点検のため下記の期間
休館します。期間中の本の返却は返却ポストへ、
ＣＤなどの視聴覚資料は、開館後直接カウンター
に返却してください。
と　き　６月30日(火)～７月10日(金)
問い合わせ　同図書館(　292-4191）

●特別整理期間(休館)のお知らせ●特別整理期間(休館)のお知らせ

■コラージュしてオリジナルの「読書通帳」をつくろう
と　き　７月19日(日)10時30分～12時
ところ　白山総合文化センター研修室１　
定　員　先着15人
対　象　中学生以上
■しんぶんしでつくろう！あそぼう！
と　き　７月19日(日)13時30分～15時
ところ　白山総合文化センター多目的室
定　員　先着20人
対　象　小学生以下(未就学児は保護者同伴）
申し込み　6月26日(金)から直接窓口または電話
　でうぐいす図書館へ
問い合わせ　同図書館(　262-5000）

●わくわくとしょかんまつり工作編
　(無料）
●わくわくとしょかんまつり工作編
　(無料）

と　き　７月25日(土)9時30分～11時
ところ　芸濃総合文化センター２階大研修室
講　師　二階堂黎子さん
対　象　小学2・3年生の子どもと保護者(ただし、
　対象学年未満でも保護者の手伝いがあれば参加 
　可能)
定　員　先着20組
持ち物　はさみ、のり、筆記用具
費　用　１組100円(材料費)
申し込み　７月１日(水)から直接窓口または電話
　で芸濃図書館へ
問い合わせ　同図書館(　265-6004）

と　き　８月１日(土)13時30分～16時
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　上村寿代さん
定　員　30人
持ち物　花などの描きたいもの、色鉛筆・絵の具
　などの彩色用具、水入れ、消しゴムはんこづく
　り用の消しゴム、カッターナイフ、古新聞など
　の敷き紙
申し込み　7月1日(水)９時から直接窓口または電
　話で同図書館へ
問い合わせ　同図書館(　229-3321）

●絵手紙講座(無料)●絵手紙講座(無料)

平成27年６月16日発行
津図書館
〒514-8611　津市西丸之内23-1
（津リージョンプラザ内）　229-3321
　http://www.library.city.tsu.mie.jp/

図書館たいむず図書館たいむず ７月
July

2015月刊

　笹と短冊を図書館内に設置します。願い事を書
いて飾り付けてください。
期　間　６月26日(金)～７月６日(月)
ところ・問い合わせ　津図書館(　229-3321)、
　久居ふるさと文学館(　254-0011)、美里図書
　館(　279-8122)、安濃図書館(　268-5822)、
　一志図書館(　295-0116)、うぐいす図書館(　
　262-5000)

●七夕飾り●七夕飾り

●折り紙を楽しもう　
　親子折り紙教室
●折り紙を楽しもう　
　親子折り紙教室



折り込み紙

図書館たいむず

内容など と　き 語り手

きらめき図書館
(　292-4191)
９時～17時(平日は18時まで)

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！
（体・声を使ってお話の中を体験)

おはなし会０１２
（赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など）

図書館職員

わらべ

かたつむり

どんぐり

かたつむり

ラッコの会

こんぺいとう

Maimaiくらぶ

なり☆プロ

やまびこ会

まじっくぼっくす

図書館職員とボランティア

ひなたぼっこ

図書館職員とボランティア

図書館職員

きいろいぼうし

図書館職員とボランティア

外国語指導助手

ひまわり

2日・16日いずれも(木)14時15分～

2日・9日・16日・23日いずれも(木)15時～

①4日②11日③18日④25日いずれも(土)15時～

1日・15日いずれも(水)15時～

4日・18日いずれも(土)15時～

11日(土)15時～

13日(月)10時30分～

22日(水)11時～

25日(土)15時～

19日(日)11時～

26日(日)11時～

11日・25日いずれも(土)11時～

25日(土)14時～

25日(土)14時～

2日・16日いずれも(木)11時～

11日(土)11時～

25日(土)11時～

25日(土)15時～

22日・29日いずれも(水)15時～

1日・8日・15日・22日いずれも(水)15時～

4日(土)14時30分～　

3日(金)11時～

12日(日)11時30分～

７月のおはなし会など７月のおはなし会など

津図書館

河芸図書館

芸濃図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

美杉図書室

久居ふるさと
文学館

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け)

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

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)

小さい子向きおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

まじっくぼっくすのおはなし会
（絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアターなど）

えいごであそぼ！
（洋書絵本のおはなし会)

夏のおはなし会
（紙芝居、絵本、むかしばなしなど）

おはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

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)

おはなし会夏休みスペシャル
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターやわらべうたなど）

ひなたぼっこのおはなし会
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居)

ひなたぼっこの夏休み小学生ストーリーテリング

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)

おはなし会
（絵本、紙芝居、パネルシアターなど)

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、手遊びなど)

おはなし会
（絵本など）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

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)

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

29日(水)13時30分～
※白山総合文化センター多目的室で開催

26日(日)10時～
※美杉総合文化センターで開催

8日(水)10時30分～
※美里文化センター２階学習室で開催
16日(木)11時～　
※美里文化センター２階学習室で開催

とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌など）
絵本の日
（絵本、紙芝居など）

久居ふるさと文学館
(　254-0011)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
(　254-0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで)
河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時

美里図書館
(　279-8122)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時
一志図書館
(　295-0116)
10時～18時(平日は19時まで)
うぐいす図書館
(　262-5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は９時～17時)
美杉図書室
(　272-8092)９時～17時

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24
31

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

日

5
12
19
26

水

1
8
15
22
29

木

2
9
16
23
30

金

3
10
17
24
31

土

4
11
18
25

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

７月 図書館カレンダー７月 図書館カレンダー は、休館日

津図書館
(　229-3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17-1
	P17-2
	P18-1
	P18-2
	P18-3
	P18-4
	P19-1
	P19-2

