
 

 

 

 

 

  

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開催して

いる「としょかんまつり」は、今年で３回目となりました。読書活動の推進を

図りながら、来館される方々に本との出会いを楽しんでいただけるよう、様々

なイベントを行います。 

ご家族や友達と一緒に遊びに来てください。 

時 間 午前９時～午後３時 

場 所 南足柄市立図書館 １階及び３階 

内 容 「みなみ風」２，３面をご覧ください 

 

南足柄市立図書館 

図書館報 100号 

次号は 1/1 発行 

【 おはなし会スケジュール 】 

子ども読み聞かせ体験講座 
「おはなし会をやってみよう」 

８月９日(金)・８月１６日(金) 全２回 

「人前で演じるのは

ドキドキしたけれ

ど、楽しかった。」と

笑顔で感想を述べて

くれました。 

７月２６日(金)・８月２日(金)全２回 

自分の中の世界を絵本

にした子、普段の家庭で

の兄弟の日常や想いを

絵本にしてくれた子、ど

の子も素敵な作品に仕

上がりました。 

 
一日図書館員入門 

８月８日(木) 午後 

図書館の人は普段どんな仕
事をしているのかな？ 
みんな、真剣に本のカバーが
けやカウンター業務に取り
組んでいました。クイズ形式
のレファレンスもやったよ。 

 

みんなで調べよう金太郎 
金太郎ってほんとにいたの？ 

８月１日(木)・８月１１日(日) 全２回 

一日目は、郷土資料館長 

の金太郎のおはなし聴い

て学んだよ。 

二日目は実際に爪で掘 

ったとされるお地蔵さん

や、手鞠にして遊んだ大

きな岩などを探したよ。 

平成２５年度下半期 

１０月～１２月 催し物のお知らせ 

皆さまお誘い合わせの上、ご自由にご参加ください。 

は、クリスマス特別おはなし会(時間が変更になり
ますのでお気をつけください。) 

【 映画会の日程 】 

11 月 4 日（月） 読書週間特別映画会 

12 月 22 日（日） 冬休み子ども映画会 

1 月 25 日（土） 地域を知る映画会 

3 月 26 日（水） 春休み子ども映画会 

 

 

日 時 
10 月 28 日（月）９時 4５分開場 

10 時１０分～12 時予定 

場 所 女性センター研修室 

内 容 語り「夜鷹の星」、民話、詩の朗読ほか 

演じ手 おはなし青い鳥 

 

【第11回 大人におくるおはなし会 】 

図書館探検隊 
８月８日(木) 午前 

海賊の帽子をかぶって普

段は入れない地下書庫に

も入って探検したよ。誰が

いたのかな？カウンター

体験も楽しかったよ。 

 

さわやかで暖かな話題をみなみ風にのせて･･･  

１０月２７日（日）～１１月９日（土）は『読書週間』です。 

市立図書館雑誌スポンサ
ーを募集します！ 
図書館の雑誌に広告を載

せませんか？ 

[募集期間] 

10月 8日(火)から 10月 31日(木) 

[申込方法] 

1. 図書館で用意した雑誌リストから提供す

る雑誌を選んでいただきます。 

2. スポンサーは提供雑誌の購読料を負担し

ていただきます。 

3. 雑誌カバー表裏、配架する書架及び雑誌本

体に貴社が作成した広告あるいはスポン

サー名を掲示できます。 
 
詳しい内容はホームページをご覧ください。 

[問い合わせ先] 市立図書館 73-1251 

http://lib.ed-minamiashigara.jp/ 

図書館の指定管理制度の導入等につい

て、図書館市民検討会議が今年４月から検

討してきましたが、このたび結果がまとま

りました。報告書は市のホームページ(１０

月中旬以降)や図書館でご覧いただけます。 

去る 7 月 13 日(土)、初代館長石井敬

士氏による講演会がありました。 

市立図書館ができたころのはなしや、

南足柄が出てくる近現代文学について

お話しいただきました。 

明治・大正・戦前の頃、小田原や箱根

などには教科書に出てくる文化人や知

識人が住んでいたことや、南足柄市出身

の著名人がいらしたことは、今回の講座

で初めて伺うことができました。ホーム

ページに紹介資料を公開しています。 

ぜひ、ご一読していただきますようお

願いします。 

会場 演じて 曜日と時間 対象 10月11月12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 13 11

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 28 26

おはなし
ぽけっと

第1土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 5 2 7,23

おはなし
ビスケット

第3土曜日
14：30～15：00

幼児・児童 19 16 21

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

としょかん

まつり 14

おはなし
青い鳥

第2土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 12 9 14

劇団ぽぽ
第3金曜日

15：30～16：00
幼児・児童 18 15 20

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 20

市立図書館
おはなし室

女性ｾﾝﾀｰ
託児室

 

クリスマス 

― ― 

科学講座「標本：台所でみつける  

『食べるタネ』と『食べないタネ』」 
７月２４日(水) 午後 

標本としては 100から 250
ほど集めると考察が出来
る。種なしスイカの三倍体
の話やクローンにもふれ、
詳しく講義が聴けたよ。 

科学あそび 
「作ってあそぼうトリックアート工作」 

７月２４日(水) 午前 

ズレて見えるクギや人

形が大きく見えたり、小

さく見えたり。これは目

の錯覚で起こるんだっ

て。不思議だな。 



 

 

 

日時 催し物等 会場 ＊ 

11/23

（土） 

10：00～10：30 

特別おはなし会 ①  １F おはなし室 

おはなしサークルあのね 

11：00～11：30 おはなし青い鳥 

13：00～13：30 おはなしサークルりぼん 

13：40～15：30 映画会 ⑤ ３F 視聴覚室 「フランスの思い出」 

13：40～15：00 ぱたぱたづくり ②  １F 児童閲覧席 おはなし青い鳥 

13：40～15：00 おりがみ教室 ①  １F おはなし室 おはなしサークルりぼん 

 

11/24

（日） 

10：00～10：30 

特別おはなし会 ①  １F おはなし室 

劇団ぽぽ 

11：00～11：30 おはなしぽけっと 

13：00～13：30 おはなしビスケット 

13：40～15：00 石のデコパージュ ②  １F 児童閲覧席 瀬戸忠さん 

13：40～15：00 クリスマスカードづくり ③  １F 新聞閲覧室 鈴木たかこさん 

13：40～15：00 語りと噺 ⑤ ３F 視聴覚室 市民のみなさん 
      

11/23

（土） 

11/24

（日） 

の２日間 

ミニリサイクルブックフェア(数に限りがあります) 

⑥ 駐車場 図書館応援し隊 
図書館応援し隊・学校図書室活動発表コーナー 

イベント（けんだま、バルーンアート） 

金太郎焼そば 

手づくり絵本展示ほか ④ ３F 学習閲覧室 塩練雪子さんほか 

スタンプラリー おはなしボランティア 

 

特 別 お は な し 会 す け じ ゅ ー る  

11/23

（土） 

10：00～10：30 おはなしサークルあのね 
紙芝居 「これはジャックのたてたいえ」 
パネルシアター「ぽんたの自動販売機」 

11：00～11：30 おはなし青い鳥 
すばなし「たぬきばやし」 
ブラックパネル「モチモチの木」 

13：00～13：30 おはなしサークルりぼん 
すばなし「おなかのへったらいおん」 
動く絵ばなし「さるとかに」 

11/24

（日） 

10：00～10：30 劇団ぽぽ 
素語り「アナンシと五」 
エプロンシアター「ジャックと豆の木」 

11：00～11：30 おはなしぽけっと 
絵本「ないた赤おに」 
エプロンシアター「三びきの子ぶた」 

13：00～13：30 おはなしビスケット 
パネルシアター「おむすびころりん」 
大型絵本「いもほりバス」 

 

２Ｆは 

通常どおりです。 

 

1F 

2F 

3F 

「ぱたぱたづくり」 

日時 11/23（土）13：40～15：00 

場所 １F児童閲覧席          

定員 先着 15名            

費用 無料               

対象 小学生以下 ※１年生以下は保護者同伴 

申込方法 11/7（木）午前 9時から   

電話または直接        

「クリスマスカードづくり」 

日時 11/24（日）13：40～15：00 

場所 １F新聞閲覧室          

定員 先着 1２名            

費用 100円（当日）         

対象 小学生 ※保護者同伴            

申込方法 11/7（木）午前 9時から   

電話または直接        

こ
ち
ら
の
講
座
は 

予
約
が
必
要
で
す
！ 

「おりがみ教室」 

日時 11/23（土）13：40～15：00 

場所 １Fおはなし室          

かんたんなものから、普段みんながつくった

ことのない珍しいものまで、自由に 

参加することができます。 

「手づくり絵本展示」 

日時 11/23（土）、24（日）     

場所 ３F学習閲覧室          

夏休みの講座で作成したこどもたちの作品や、塩練

さんの世界に一つだけしかない飛び出す 

絵本などが展示されます。 

 

「石のデコパージュ」 

日時 11/24（日）13：40～15：00 

場所 １F児童閲覧席          

石に模様や絵の切り抜きを貼って石の表面を飾り、コー

ティングして塗り重ねていくときれいな 

芸術品になります。 

◆スタンプラリー 

「入館」「特別おはなし会」「おりがみ教室」「石のデコパージュ」「手

づくり絵本展」でスタンプがもらえます。５個あつめるとプレゼン

トがもらえるよ！ 

◆イベント 

イベント会場では、バルーンで動物などの作品をつくった

り、けんだま体験ができます。 

 

11月23日（土）・11月24日（日） 

 午前９時～午後 3 時 


