しりつ

と し ょ か ん

市立図書館
としょかん

さくらぎ と し ょ か ん

・夏休み朗読会

みどり図書館

桜木図書館

と し ょ か ん けんがく

・夏休み宿題お役立ち隊お役立ち本コーナー
７／１（水）～８／３１（月） いつでも
読書感想文や自由研究の本を紹介します。

★いっしょにつくろう！北陸新幹線
７／３１（金）・８／１（土）
いずれも １４：００～１６：００
定員：各日１５組
桜木図書館窓口・電話で受付中（親子で参加してね）
北陸新幹線の走るペーパークラフトをつくります。

★おしえて！マイスター「どろだんご」
８／２（日）

１０：３０～１２：００

定員：３６名
受付：７／５から、桜木図書館窓口・電話
どろだんごの色付けと、壁塗りを体験できます。
協力：福井県左官工業組合

・夏休み宿題お役立ち隊

ロボット見学

８／３（月）

１３：００～１３：４０
R と
村田製作所のロボット、ムラタセイサク君○
R が来ます。
ムラタセイコちゃん○
最先端ロボットを間近で見学し、エンジニアさんのお話を聞きます。

★夏休み宿題お役立ち隊
８／３（月）

７／２５（土） ・ ８／５（水）
いずれも

１３：３０～１５：００

定員：各回５組
対象：小学３年生以上＋保護者１名
受付：７／１５から、みどり図書館窓口
司書が図書館を案内します。
図書館のお仕事体験もあります。
なつやす

こうさくきょうしつ

リサイクル工作教室

１４：００～１６：００

定員：１５名
受付：７／５から、桜木図書館窓口・電話
ラップの芯やダンボールで工作をします。

８／６、８／１３、８／２０
『くまの子ウーフの童話集１～３』『神沢利子の
おはなしの時間１～５』を朗読します。

・ブックパスポート
７／１１（土）～８／３０（日）いつでも
パスポートに書かれたテーマの本を選んでね。

★夏休み工作 教 室
７／３０（木）

１４：００～１５：３０

定員：３０名（小学生と保護者）
受付：７／1５から、みどり図書館窓口・電話
牛乳パックをつかって、おもちゃをつくろう。

★夏休み自由研究～認知症をまなぼう～
８／７（金）

１３：３０～１５：３０

定員：３０組（小学生と保護者）
受付：７／1５から、地域包括ケア推進課
（２０－５４００）へ電話
協力：福井市地域包括ケア推進課

★エジプトまじゅつのせかい
７／１２（日）・７／２５（土）
いずれも

１０：３０～１１：３０

定員：１２名
受付：６／３０から、市立図書館窓口・電話
講師：福井県 文化振興課 牧井正人氏

★ぬいぐるみのおとまり会
預かり
お返し

７／２５（土） １４：００～１５：００
７／２６（日） １４：００～１６：００

定員：１５名
受付：７／４から、市立図書館窓口・電話
し み ず としょかん

清水図書館

１４：００～１５：００

★夏休み宿題お役立ち隊

７／２３、７／３０、

本を読んで、パスポートにスタンプを押そう。

ミクロの世界へ探検だ！

定員：３０名
対象：小学３年生以上
受付：７／５から、桜木図書館窓口・電話
電子けんびきょう写真でミクロの世界を探検します。
協力：村田製作所

８／５（水）

★みどり図書館見学ツアー

夏休み中の毎週木曜日 １４：００～１５：００

ぎゅうにゅう

★牛

こうさくきょうしつ

乳 パック工作 教 室

７／２９（水） １４：００～１５：３０
定員：２０名
受付：７／１５から、
清水図書館窓口・電話
はらぺこフィッシュをつくるよ。

・さてつであそぼう
８／９（日）１４：００～１５：００
① さてつでふくわらい

・やさい

②さてつめいろをつくろう

だいすき

８／３０（日）１４：００～１５：００
① うく？しずむ？野菜の実験
② どっちがおいしい？野菜クイズ
講師：ジュニア野菜ソムリエ 福岡繭香さん
じ ぜ ん もうしこ

ぎょうじ

★は、事前申込みがいる行事で、すべて先着順です

＊＊＊＊＊ 図書館の行事いろいろ ＊＊＊＊＊
福井市立図書館

文京２丁目７－７

☎20-5000

休 館 日：月曜日 第３日曜日 祝日

えほんとかみしばいのよみきかせ
毎週土曜日

開館時間：火・土・日 10：00～17：15
水・木・金 10：00～19：00
夏休み中の水・木曜日は 9：30 に開館します

14：00～14：30

耳でたのしむ おはなしのせかい
毎月第２土曜日 11：00～11：30
おてぶしてぶしの会（わらべうた）
毎月第４日曜日 14：00～14：30

みどり図書館

若杉３丁目３０１

☎34-8859

休 館 日：火曜日 第３日曜日 祝日

えほんとかみしばいのよみきかせ
毎週日曜日（第３日曜日を除く）

開館時間：月・土・日 10：00～17：15
水・木・金 10：00～19：00
夏休み中の木・金曜日は 9：30 に開館します

桜木図書館

手寄１丁目４－１アオッサ４階☎20-1530

休 館 日：第３木曜日

14：00～14：30

土・日・祝 10：00～18：00

開館時間：４月～１０月

10：00～18：00

11 月～ ３月

9：00～17：15

美山図書館

美山町２－１２ ☎90-1700

休 館 日：月曜日 木曜日 第３日曜日 祝日

としょかん

休み図書館へ
い

行こう！

えほんとかみしばいのよみきかせ
14：00～14：30

耳でたのしむ おはなしのせかい
毎月第３土曜日 11：00～11：30

ホームページやツイッターで行事の内容がくわしくわかるよ！

おはなしポケット
毎週土曜日

14：00～14：30

えほんとかみしばいのよみきかせ
毎週土曜日

10：30～11：00

開館時間：火・金・土 10：00～18：00
水

夏

やす

毎月第３土曜日 14：00～14：30

清水図書館 風巻町２１－１７ ☎98-3820
休 館 日：月曜日 第３日曜日 祝日

な つ

耳でたのしむ おはなしのせかい

毎週日曜日

開館時間：月～金 10：00～21：00

2015.7 月

11：30～19：30 日 9：00～16：45

夏休み中は毎週木曜日 10：00～18：00 特別開館

見てみてね！

・夏休みおはなしのせかい
美山図書館
市立図書館
清水図書館
みどり図書館
桜木図書館

７／２５（土）
８／ ７（金）
８／１９（水）
８／２０（木）
８／２１（金）

１０：３０～１１：００
１５：００～１５：４５
１１：００～１１：３０
１４：００～１４：４５
１９：００～１９：４５ (夜なので大人と一緒に来てね。)

・夏休みこどもえいが会
みどり図書館 ７／２４（金）１３：３０～１５：４０

おうちの方へ

『劇団四季ミュージカル（ユタと不思議な仲間たち）』

◎すべて無料で参加できますので、ぜひお越しください。
（桜木図書館へお越しの場合、駐車場は有料です）
よみきかせ会･･･絵本や紙芝居などを絵を見せながら読みます。絵を見ながら聞いて下さい。
おはなしのせかい･････昔話や物語を覚えて語ります。絵はないので想像しながら聞いて下さい。
朗読会･････････絵の少ない物語や短編集などの本を読みます。
映画会･････････館内上映権つきの映画をスクリーンで上映します。
工作教室･･･････工作の本を参考にしながら簡単な工作をします。
◎子ども会やＰＴＡの行事でも、図書館をご利用いただけます。事前に図書館へ電話でお申込みください。
読み聞かせや本の紹介、館内の案内や図書の分類の説明などをします。
◎図書館公式 Twitter やってます！
イベント情報やおすすめ本の紹介などをつぶやきます。
福井市立図書館 ＠fukui_mlib

みどり図書館 ＠fukui_midori 桜木図書館 ＠fukui_sakuragi

みどり図書館 ８／１３（木）１３：３０～１４：３０
『ぼくは王さま（たまごとめいたんてい）』

みどり図書館 ８／２２（土）１３：３０～１４：１５
『なかよしおばけ（おばけの地下室たんけん）』

美山図書館

８／４（火） １４：００～１４：５０

『なかよしおばけ（おばけのキャンプ旅行）』

清水図書館

８／１（土） １１：００～１１：５０ １４：００～１４：５０

『なかよしおばけ（おばけ遊園地に行く）』

清水図書館

(おなじえいがを１日２回します。)

８／２７（木）１１：００～１１：4０ １４：００～１４：4０

『素敵で小さなお話（本に棲むこわい魔物たち）』

(おなじえいがを１日２回します。)

