
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

        

  

南足柄市立図書館  図書館報  

開催期間：

 

としょかんまつり  
郷土資料館コラボ企画 

ガラスケース展示「まつり」 

まつりをテーマにした繊細な竹細工を展示 

★小学生を対象にスタンプラリーを開催！ 

開催期間：10月 1日(土)～11月 30日(水) 

展示「三太郎」 

金太郎・桃太郎・浦島太郎に関する一般書を展示。開催期

間：10月 19日(水)～11月 15日(火) 

市制施行５０周年企画展示 

「５０年前にタイムスリップ」（一般書） 

開催期間：10月 1日(土)～３０日(日) 

「５０をテーマにした図書」（児童書） 

開催期間：11月 1日(火)～30日(水) 

展  示 
「手づくり絵本展」 

開催期間：11月 1日(火)～30日(水) 
夏休み児童向け講座「手づくり絵本講座」の参加者の作品

を展示します。 

おはなし会 

特別おはなし会  

開催日時：11月 20日（日） 
〔１回目〕１０：００～１０：３０ おはなし青い鳥 

〔２回目〕１１：３０～１２：００ おはなしビスケット 

場   所：市立図書館 ３階視聴覚室 

定   員：各回先着２０人 

ワークショップ 
 

「まつぼっくりで 

クリスマスツリーを作ろう」（事前申込制） 
図書館応援し隊によるワークショップ、お楽しみに！ 

開催日時：11月 27日（日） 
〔１回目〕１０：００～１１：００ 

〔２回目〕１１：３０～１２：３０ 

〔３回目〕１３：００～１４：００ 

場   所：市立図書館 ３階視聴覚室 

定   員：各回先着２０人 

申込期間：10月 27日（木）～11月 26日（土） 

申込方法：市立図書館に電話で 

 

今年は「市制施行50周年記念」として、郷土資料館と

の共催で「としょかんまつり」を開催します。 
 

 

「三太郎スタンプラリー」に参加しよう！ 

図書館で「桃太郎」、郷土資料館で「金太郎」の
スタンプを集めて、オリジナル三太郎クリアファ

イル（Ａ5サイズ）をゲットしよう！ 

＊10月 15日（土）～11月 30日（水）は、 

スタンプラリー参加者本人と家族は郷土資料館

の入館料が無料になります。 

  （事前申込制）  
 

観光ボランティアの方を講師として、昔話で有名な金太郎、由

緒ある大雄山最乗寺の歴史や見どころなどをスクリーンを見

ながらお話しいただきます。南足柄の魅力を再発見してくだ

さい！ 

開催日時： 10月 30日（日） １０：００～１１：３０ 

講   師： 観光ボランティア 

場   所： 市立図書館 ３階視聴覚室 

定   員： 先着２０人 

申込期間： 10月 6日（木）～10月 29日（土） 

申込方法： 市立図書館に電話で 

 
「地下書庫見学ツアー」    （事前申込制） 
 

９月に地下書庫をリニューアルしました。普段は入ることので

きない地下書庫を見学しながら、お気に入りの本を探してみ

ませんか。 

11月 12日（土）〔１回目〕１０：００～１０：３０ 対象：小学生 

〔２回目〕１３：３０～１４：００ 対象：一般 

場   所： 市立図書館地下 

定   員： 各回先着５人 

申込期間： 10月 14日（金）～11月 11日（金） 

申込方法： 市立図書館に電話で 

問合先   市立図書館 （0465）73-1251 
※予約受付は、午前９時から午後５時まで（休館日除く） 

※詳しくは、ポスター・ホームページで 
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１０月～１２月 

 

絵本読み聞かせ講座 ≪予約制≫ 
『セカンドブックを活用しよう』 

日 時  10月 16日（日） 午前１０時～１１時 

場 所  市立図書館 ３階 視聴覚室 

対 象  ２歳・３歳児とその保護者 先着１０組 

講 師    上甲 知子（じょうこう ともこ）さん 

（ＮＰＯ法人「絵本で子育て」センター所属 

絵本講師） 

託児サービス １歳～未就学児（定員あり） 

利用料１人につき３００円、要事前予約 

申込期間  9月 15日（木）～10月 15日（土） 

申込方法  市立図書館へ直接又は電話で 

第 19回『大人におくるおはなし会』 ≪予約制≫ 

日 時  10月 24日（月） 

午前１０時～正午（９時４０分開場） 

場 所  女性センター 研修室１・２ 

対 象  高校生以上 先着３０人 

話し手  おはなし青い鳥 

申込期間  9月 23日（金）～10月 23日（日） 

申込方法  市立図書館へ直接又は電話で 

 

        
 

大人向け映画会 ≪予約制≫ 

『ぼくのおばあちゃん』 

日 時  10月 23日（日） 

午後１時３０分～３時 40分 

場 所  市立図書館 ３階 視聴覚室 

定 員  先着 20人 

申込期間  10月 4日（火）～１０月 22日（土） 

申込方法  市立図書館へ直接又は電話で 
 

問合先   市立図書館 （0465）73-1251 

※予約受付は、午前９時から午後５時まで（休館日除く） 

 

 

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、受

講人数や会場を変更して講座を開催しました。ご理解の上ご参

加いただきありがとうございました。 
 

知ってる？図書館  

図書館の見学やカウンター体験、楽しかったね。 

図書館で調べてみよう 
野菜〇×クイズに挑戦！百科事典やたくさん

本を使って、クイズを解きました。 
かがくあそび講座（低学年向け）  
『ミラクルミツバチ』みつろうでろうそくを作りました。 

かがくあそび講座（高学年向け）  
『あかりがともると』たき火からＬＥＤまで、あかりのうつりかわり

を学びました。 

手づくり絵本講座（全２回）

世界に 1冊だけのわたしの手づくり絵本。 

親子で協力して、素敵な作品に仕上がりました。 

夏休みミニミニ昆虫展2022特別企画 

 

今年で２回目の開催となる「夏休みミニミ

ニ昆虫展２０２２」と「？ＢＯＸ（ハテナボッ 

クス）」。 

今年はさらに、特別企画「わたなべ

先生に聞いてみよう！！」を、８月９日

（火）市立図書館３階学習閲覧室にて行

いました。 

神奈川県立生命の星・地球博物館主任学

芸員 渡辺恭平氏に直接質問できる貴重な

機会です。先生が持参された標本、昆虫関係

資料、捕虫網、「クワガタ」、「ミズカマキリ」の

エサやりタイム、電子顕微鏡にはあこがれの

虫をセットして細部を観察！記憶に残る時間

でしたね！ 

参加者は、１８名（７家族）、予定時間を超え

て楽しみました。渡辺先生、ありがとうござ

いました。 

 

発行 南足柄市立図書館 南足柄市塚原１６１９-１ TEL 0465-73-1251 

ホームページアドレス  http://l ib.ed-minamiashigara. jp/
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対象

おはなし おはなし おはなしｻｰｸﾙ

ぽけっと ビスケット あのね

第2水曜日 第4木曜日 第1土曜日 第3土曜日 第4土曜日

11:00～11:30 11:00～11:30 14:30～15:00 14:30～15:00 14:30～15:00

10月 27 (ぽぽ) 1 15 22

11月 9 (青い鳥) 5 19 26

12月 14(あのね) 22(ビスケット)

3（土）・

18（日）ｸﾘｽﾏｽ
13:30～14:30

17 24

福沢図書室
児童室

対象 幼児・児童

おはなし

青い鳥

第2土曜日 第3土曜日 第3(金)隔月

11:00～11:30 11:00～11:30 14:30～15:00

10月 8 15

11月 12 19 18(青い鳥)

10（ｸﾘｽﾏｽ） 17（ｸﾘｽﾏｽ）

14:00～15:00 11:00～11:40

女性ｾﾝﾀｰ図書室　託児室

幼児・児童

演じて 劇団ぽぽ

12月

会場

曜日と

時間

演じて おはなしボランティア

曜日と

時間

会場 市立図書館　おはなし室

1・2歳児と保護者 幼児・児童

◎催し物、講座等の

詳細は、市広報

誌・ポスター・図

書館ホームページ

をご覧ください。 
 


