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1 月 27 日（土） 地域を知る映画会 

3 月 27 日（水） 春休み子ども映画会 

「としょかんまつり」でも映画を上映します。 

２/２（土）は子ども向け、２/３（日）は大人向

けです。詳しくは「みなみ風」２、３面をご覧く

ださい。 

 

 平成２４度下半期 １月～３月催し物のお知らせ 
皆さまお誘い合わせの上、ご参加ください。＊会場をお間違えのないようお気をつけ下さい。 

【 映画会の日程  】 

平成２５年１月２９日（火） 
 

場 所 女性センター研修室 

時 間 
１０時開場 

１０時１５分～１２時予定 

内 容 語り「クシャラ姫」 ほか 

演じ手 おはなしぽけっと 

 

【 第 16 回 大人におくるおはなしの会 】 

【 おはなし会スケジュール 】 

【 和綴じ本をつくる  】 

おはなしボランティアや図書館応援し隊の皆さんのご協力により２回目の

「としょかんまつり」を開催します。 

としょかんまつりでは“スタンプラリー”や“ぱくぱくカードづくり”、“か

らくり絵”など、様々なイベントを行います。 

ぜひ遊びに来てください。 

１ 時 間 午前９時～午後３時 

２ 場 所 南足柄市立図書館 １階及び３階 

３ 内 容 「みなみ風」２、３面をご覧ください 

なお、１階及び２階での本の貸出・返却等は通常どおり行っています。 

さわやかで暖かな話題をみなみ風にのせて･･･  

蔵書点検結果報告  

１１月２０日（火）～２３日（金）の期間、市立図書館・女性センター図

書室・福沢図書室で蔵書点検を実施し、２６（月）・２７（火）で点検もれ

及び不明本の調査を行いました。 

今回は、点検数 244,748点のうち、589点の不明本がありました。 

市立（443点）、福沢（30点）、女性センター（116点）でした。 

※不明資料が増えています。図書館で借りた資料は期限内に

返すとともに、必ず貸出を行ってください。 

 

平成２５年２月２２日（金） 
 

場 所 市立図書館 学習閲覧室 

時 間 午後１時３０分～３時３０分 

内 容 
糸と和紙で本をつくりませんか 

＊材料費：６００円 

募集人数 
１５人 

1/18（金）午前９時から定員になるまで 

 

 図書館の情報の更新が数分おきに行われるようになりました。 

取り置き状態になる前まででしたらリクエストのキャンセルができるよう

になりました。 

 ご自宅のパソコンからパスワードの登録ができます。 

「蔵書の検索・予約」で読みたい本があった時、利用カードとパスワード

があれば予約できます。 

 「ホームページの予約をする」「アドレスの変更をする」など、ご自分の情

報の変更をすると図書館から「受け付けました」のメールをお届けするよ

うになりました。 

 リクエストの連絡方法について 

ホームページからの予約の連絡方法に「電話」「メール」のほか「指定なし」

をつくりました。「自分で確認するので図書館からのお知らせは不要」とい

う方は「指定なし」を選んでください。 

 

会場 演じて 曜日と時間 1月 2月 3月

おはなし
ボランティア

第2水曜日

11：00～11：30
1・2歳児
と保護者

9
(りぼん)

休館
13

(ﾋﾞｽｹｯﾄ)

おはなし
ボランティア

第4木曜日

11：00～11：30
1・2歳児
と保護者

24
(ﾋﾞｽｹｯﾄ)

28
(ぽぽ)

28
(あのね)

おはなし
ぽけっと

第1土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 5 2 2

おはなし
ビスケット

第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 19 16 16

おはなしｻｰｸﾙ
あのね

第4土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 26 23 23

おはなし
青い鳥

第2土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 12 9 9

劇団ぽぽ
第3金曜日

15：30～16：00
幼児・児童 18 15 15

福沢ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
児童室

おはなしｻｰｸﾙ
りぼん

第4金曜日

15：30～16：00
幼児・児童 25 22 22

市立図書館
おはなし室

女性ｾﾝﾀｰ
託児室

としょかんまつり 

演じ手 

図書館を知ろう！ 

「大人の図書館探検隊」 
 

新新ししいいシシスステテムムににななっったた  

図図書書館館をを見見学学ししまませせんんかか  
 

図書館を知っていただき、図書館を利用してい

ただくために「大人の図書館探検隊」を行います。 

 

平成２５年１月２６日（土） 

時 間 午後１時３０分～３時 

場 所 市立図書館 ３階 会議室 

対 象 ４０歳以上 

募集人数 １０人 

 

回覧 



 

 

 

 

日時 催し物等 会場 ＊ 

２/２（土） 

10：00～10：40 

特別おはなし会 １F 東側 おはなし室 

劇団ぽぽ 

おはなしサークルりぼん 

11：00～11：40 
おはなしぽけっと 

おはなしビスケット 

13：00～13：40 
おはなしサークルあのね 

おはなし青い鳥 

10：00～12：00 語る会 ３F 視聴覚室 図書館応援し隊 

13：30～15：00 石のデコパージュ １F 東側 児童閲覧席 瀬戸忠さん 

14：00～15：00 映画会（子ども向け） ３F 視聴覚室 
「リトルモンスター」 

「宇宙兄弟 ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版」 

 

1F 

2F ２Ｆは 
通常どおりです。 

 

3F 

日時 催し物等 会場 ＊ 

２/３（日） 

10：00～12：00 
からくり絵 １F 西側 新聞閲覧席 柳川紀枝さん(劇団ぽぽ) 

グリーティングカードづくり １F 東側 児童閲覧席 すずきたかこさん(応援し隊) 

10：00～11：30 語りと噺 ３F 視聴覚室 図書館応援し隊 

13：30～15：00 

竹細工 １F 西側 新聞閲覧席 小瀬村博さん(湘南竹の会) 

ぱくぱくカードづくり １F 東側 児童閲覧席 塩練雪子さん 

映画会（大人向け） ３F 視聴覚室 「銀河鉄道の夜」 

9：00～15：00 おたのしみ広場 １F 東側 おはなし室 おはなしボランティア6団体 
      

２/２（土）

２/３（日） 
9：00～15：00 

手づくり絵本展 ３F 学習閲覧室  

リサイクル本コーナー ３F 学習閲覧室前ほか  

図書館応援し隊活動展示 １F 岡本ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前  

 

２/３（日） 

10：00～12：00  からくり絵 

13：30～15：00 竹細工 

２/２（土） 

10：00～12：00 語る会 
14：00～15：00 映画会（子ども向け） 

２/３（日） 

10：00～11：30  語りと噺 

13：30～15：00 映画会（大人向け） 

２/２（土） 

13：30～15：00 石のデコパージュ 

２/３（日） 

10：00～12：00  グリーティングカードづくり 
13：30～15：00 ぱくぱくカードづくり 

２２月月２２日日（（土土））・・２２月月３３日日（（日日））  

  
午前９時  ～  午後 3 時  

夏休みの講座に参加し
たお友だちの作品が展
示してあるんだよ。 
「手づくり絵本」 
みんながんばったよ！ 

スタンプラリーの 
準備はできたかな？ 
 

では・・・ 

※1 「グリーティングカードづくり」のみ事前申し込みが必要です。 

＊ 午前１０時～１１時、午前１１時～１２時（全２回） 

＊ 対象：小学生 各１０人 ＊ 材料費：１００円（当日） 

＊ 申し込み方法：1月 18日（金）９時から電話または直接 

※2 「リサイクル本」 袋のご用意をお願いします。 

 

２/２（土）・３（日） 

9：00～15：00 ・手づくり絵本展 
・リサイクル本コーナー 

２/２（土）・３（日） 

9：00～15：00 展示：図書館応援し隊活動報告 

としょかんまつりは、 
お楽しみがいっぱい!! 

初めてのお友だちも図書館を 
のぞいてみませんか。 

２/２（土） 特 別 お は な し 会 す け じ ゅ ー る  

10：00～10：40 

劇団ぽぽ 
3 びきのやぎのがらがらどん 

したきりすずめ 

おはなしサークルりぼん 
花さかじいさん 

こぶとりじいさん 

11：00～11：40 

おはなしぽけっと 
ブレーメンの音楽隊 

エプロンシアター 

おはなしビスケット 
くまさんくまさんなにみてるの？ 

コートのはなし 

13：00～13：40 

おはなしサークルあのね 
三匹のこぶた 

Witch, witch, come to my party 

おはなし青い鳥 やさいのくにのがっしょうだん 

２/3（日） お た の し み 広 場 （おはなし講座発表など） 

 


