みどり
図書館

★夏休み自由研究
～認知症をまなぼう～

7／25（月）13:30～15:30
定員：１５組（小学生と保護者）
受付：７／1 から、地域包括ケア推進課へ電話
協力：福井市地域包括ケア推進課（20-5400）
内容：高齢者擬似体験、工作などをします。

★みどり図書館見学ツアー
7／28（木）13:30～15:00

市立
図書館

 夏休み朗読会 夏休み中の毎週木曜日
7／28、8／4、11、18、25 毎回 14:00～15:00
森山京・角野栄子のゆかいなお話を数話ずつ朗読します。

 開館 40 周年記念企画「この本

7／15（金）～8／31（水）いつでも
絵本が出版されてから何年たつかを予想しよう。

受付：７／１５から、市立図書館窓口・電話

内容：司書と一緒に館内をまわり、

講師：福井大学教育学部教授 淺原雅浩氏

内容：牛乳パックで、くるくる絵本を作ります。

内容：化学実験や理科工作に挑戦！自由研究のまとめ方も聞けます。
個別に１５分程度の自由研究フォローアップ相談会をします。

定

員：２０名（小学３年生以上と保護者）

受

付：７／１５から、みどり図書館窓口・電話

材料費：５００円
協

力：
（一社）福井県建築士会女性委員会

内

容：木製ペン立てを作り、建築士さんのお話を聞きます。

★自由研究に役立つ
親子エネルギー体験教室

8／6（土）10:00～12:00
定

員：１５組（小学３年生以上と保護者）

受

付：７／１５から、NPO エコプランふくいへ電話

材料費：５００円
協
内

力：ＮＰＯ法人エコプランふくい
容：エコについてのお話を聞き、燃料電池を手作りします。

内容：
『エルマーのぼうけん』の朗読を聞き、

★もっと知りたい！北陸新幹線
7／29（金）14:00～15:00
7／30（土）11:00～12:00
定員：各回１５組(小学生と保護者) どちらも同じ内容です。
受付：７／９から、桜木図書館窓口・電話

★フェニックス祭りはこれでキマリ！

内容：北陸新幹線の走るペーパークラフトを作ります。

夏の簡単ヘアアレンジ

7／26（火）10:30～11:30

★ミクロの世界へ探検だ！
8／1（月） 13:00～13:40

受付：７／１５から、市立図書館窓口・電話

★夏休み木の授業！木製ペン立てを作ってみよう
8／5（金）13:30～15:00

7／27（水）、28（木）、8／3（水）、4（木）
いずれも 15:00～16:00
印象に残った場面を絵にかいてみましょう。

★参加者でご希望の方には、８/２(火)13：00～14：00

受付：７／２０から、みどり図書館窓口・電話

 聞いて楽しむ「エルマーのぼうけん」

★夏の自由研究＆理科工作にチャレンジ
7／24（日）10:30～12:00

受付：７／１５から、みどり図書館窓口・電話

定員：２０名（５歳以上と保護者）

定員：１０名
内容：紙コップでプロペラ機を作ります。

なんさい？」

定員：１６名（小学４～６年生）

★夏休み工作教室
8／4（木）14:00～15:30

★夏休みリサイクル工作教室
7／24（日）15:00～16:30
受付：７／９から桜木図書館窓口・電話

定員：５組（小学３年生以上＋保護者１名）

図書館のお仕事を体験します。

桜木
図書館

講師：ＳＥＳＳＩＯＮＳ 久保裕美氏

定員：３０名（小学４～６年生）

モデル３名のみ申込みが必要です。見学は申込み不要です。

★ぬいぐるみのおとまり会
預かり 7／30（土）14:00～15:00
お返し 7／31（日）14:00～16:00
定員：１５名

受付：７／９から、桜木図書館窓口・電話
協力：株式会社福井村田製作所
内容：電子顕微鏡写真でミクロの世界をのぞいてみませんか。

★アオッサで虫博士 カブトムシ
8／13（土） 10:30～12:00

受付：７／１５から、市立図書館窓口・電話

定員：３０名

内容：３０日は「ぬいぐるみといっしょにおはなし会」
。

受付：７／９から、桜木図書館窓口・電話

そのあと、ぬいぐるみは、図書館におとまりします。

講師：自然体験活動指導者

３１日にむかえにきてください。

内容：カブトムシの生態について学びます。

★親子で認知症を学ぶ会 ～思いやりの心を育てよう～
8／7（日）10:30～11:30
定員：１２組



ミッションクリアで

伊藤勝幸氏

ブラジルマスターになろう

8／25（木） 15:00～16:30
内容：リオオリンピックでもりあがるブラジルのことを知ろう！

受付：７／１９から、地域包括ケア推進課へ電話（20-5400）

ブラジルに関するミッションに挑戦してみましょう。

内容：ロバ隊長のおはなしを聞き、コップ袋を作ります。

清水
図書館

★夏休み工作教室
7／22（金） 14:00～15:30
定員：２０名(５歳以上と保護者)

★知ってみよう お年寄りのこと 認知症のこと
8／27（土） 15:00～16:30

 砂鉄スライムであそぼう

8／14（日）14:00～15:00

定員：子ども１５名(小学生と保護者)

内容：砂鉄と磁石を使った実験や工作をします。

受付：７／７から清水図書館窓口・電話
内容：ペットボトルで水族館を作ります。

じ ぜ ん もうしこ

ぎょうじ

せんちゃくじゅん

★は、事前申込みがいる行事で、すべて先 着 順 です

受付：８／１から、地域包括ケア推進課へ電話（20-5400）
内容：お年寄りの疑似体験を通して認知症のことを学びます。
動物のゆらゆらモビールを作ります。

夏休み中の開館時間といつもの行事
な
福井市立図書館

月

休 館 日

文京 2 丁目 7-7

火

10:00～17:15

☎20-5000

水・木

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

14:00～14:30

9:30～19:00

●耳でたのしむ おはなしのせかい

金

10:00～19:00

毎月第２土曜日 11:00～11:30

土・日

10:00～17:15

●おてぶしてぶしの会（わらべうた）

つ

夏

や

す

休み

毎月第４日曜日 14:00～14:30

みどり図書館

月

10:00～17:15

若杉 3 丁目 301

火

休 館 日

☎34-8859

水

10:00～19:00

休館日：火曜日・ 第３日曜日・ 祝日

木・金

9:30～19:00

土・日

10:00～17:15

毎月第３土曜日 14:00～14:30

月～金

10:00～21:00

●えほんとかみしばいのよみきかせ

土・日

10:00～18:00

桜木図書館
手寄 1 丁目 4-1 アオッサ 4 階

●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）
14:00～14:30
●耳でたのしむ おはなしのせかい

毎週日曜日

と

し

ょ

か

ん

い

図書館へ行こう！

14:00～14:30

●耳でたのしむ おはなしのせかい

☎20-1530
休館日：第 3 木曜日

毎月第３土曜日 11:00～11:30

清水図書館

月

風巻町 21-17

火～日

休 館 日
10:00～18:00

●えほんとかみしばいのよみきかせ
毎週土曜日

14:00～14:30

☎98-3820
休館日：月曜日・第 3 日曜日・祝日

美山図書館

月

休 館 日

美山町 2-12

火

10:00～18:00

☎90-1700

水

11:30～19:30

休館日：月曜日・第 3 日曜日・祝日

木～土

10:00～18:00

日

●えほんとかみしばいのよみきかせ
毎週土曜日

9:00～16:45

10:30～11:00

夏休み
おはなしの
せかい

ホームページや
Facebook、twitter で

**********

おうちの方へ **********

◎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。

8／ 3（水）

14:00～14:30

桜木図書館

8／23（火）

15:00～16:00

みどり図書館

8／24（水）

14:00～14:45

市立図書館

8／24（水）

15:00～15:45

美山図書館

8／27（土）

10:30～11:00

※「おはなしのせかい」では出席カードにスタンプをおします。

行事の内容が
くわしくわかるよ！

◎図書館ではいろいろな行事をおこなっています。ぜひご参加ください。
・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。
・工作教室など、事前の参加申し込みが必要な行事もあります。お電話でお問い合わせ下さい。

清水図書館

※出席カードは５つの図書館で共通なので持ってきてね。

夏休み
こども
えいが会

みどり図書館

『ぼくは王さま（ぞうのたまごとにせもの王さま）』
みどり図書館

7／27（水） 14:00～16:00

『はだかの王さま（劇団四季ミュージカル）』
みどり図書館

8／12（金） 14:00～15:30

『ムーミン（ムーミン谷の夏まつり）』
清水図書館

◎貸出カードがあれば、１０冊まで２週間、本を借りることができます。読みたい本を予約すること
もできます。貸出カードを作るときは、氏名・生年月日・住所が確認できるもの（保険証・子ども
医療費受給者証・母子手帳・運転免許証など）をお持ちください。

7／23（土） 14:00～15:00

8／6（土）

11:00～11:30／14:00～14:30

『こねこのぴっち』 (おなじえいがを１日２回します。)
清水図書館

8／25（木） 11:00～11:35／14:00～14:35

『うっかりペネロペ（うたおう、あそぼう編）』

