みどり
図書館

 夏休みこどもえいが会

7／27（金）

13:30～15:30

対象：５歳以上と保護者



7／1（日）・7／8（日）
低学年 10:30～11:10

市立
図書館

高学年

11:20～12:00

夏休みによみたい本を、テーマにあわせてしょうかいするよ。
１日のテーマ：どちらの学年も「もしも願いがかなったら」
８日のテーマ：低学年「かぞく」 高学年「ヒミツ」
読書感想文 自由図書部門のヒントにしてね☆（書き方は教えません）

作品：
『魔法をすてたマジョリン』

8／23（木）

なつよみブックトーク

読書感想文はこれできまり☆

 聞いて楽しむ「くまのプーさん」
7／30（月）、31（火）、8/6（月）、7（火）
いずれも 14:00～15:00 ※1 回だけの参加でも大丈夫です
内容：
「クマのプーさんえほん」より『プーのはちみつとり』
『プー

ねが

14:00～15:30

対象：５歳以上と保護者

あそびをはつめいする』などを朗読します。

 ロボット見学
8／1（水） 13:00～13:45
内容：村田製作所のロボット「ムラタセイサク君」
「ムラタ

★ ピカソ さがそ！

作品：
『ムーミン谷の夏まつり』

8／25（土）

桜木
図書館

セイコちゃん」
「チアロボ」の機能説明、デモ走行、操作体験

7／22（日）10:30～11:30

14:00～15:00

定員：１４名

対象：３歳以上と保護者

受付：７／１（日）から、市立図書館窓口・電話

作品：
『かわいいミッフィー』、

講師：福井県文化振興課 牧井正人氏

★電子部品で作るオルゴール
8／1（水） 13:00～14:30
定員：25 名（小学４～６年生）
受付：７／8（日）午前１０時から、桜木図書館窓口・電話

マッキー先生とピカソの面白いところを見つけよう！
●▲■など図形を組み合わせて、顔を作ろう♪

『そらとぶねこざかな』

★夏休み工作教室
8／2（木）14:00～15:30



国体・障スポ開催記念事業

あそびとえほん

さわるえほん

定員：２０名（５歳から小学生）

7／22（日）15:00～15:30

受付：７／２０（金）午前１０時から、みどり図書館窓口・電話

点字えほんやさわるめいろであそぼう♪障害者スポーツも紹介。

協力：株式会社福井村田製作所
内容：電子部品の説明を聞き、組み立ててオルゴールを作ります。

★夏の星座のおはなし
8／9（木） 10:00～11:30
定員：1０0 名（４歳～小学生）
受付：７／５（木）午前１０時から、桜木図書館窓口・電話

内容：牛乳パックでおもちゃを作ります。

ろうどくかい

内容：セーレンプラネットのスタッフが夏の星座を解説します。

 夏休み朗読会
にんちしょう

夏休み中の毎週木曜日

★認知症ってなあに？
8／11（土）14:00～15:30

7／26、8／2、9、16、23

受付：７／18（水）午前１０時から、みどり図書館窓口・電話
内容：認知症のお話、絵本の読みきかせ、ガーランドを作ります。

対象：３歳以上と保護者

14:00～14:50

定員：各回１５組(４歳～小学生と保護者)どちらも同じ内容です。
受付：７／９（月）午前 10 時から、桜木図書館窓口・電話
内容：北陸新幹線の走るペーパークラフトを作ります。

★認知症ってなあに？
8／19（日）10:00～11:30
定員：１５組（５歳以上と保護者）
受付：7／18（水）から、桜木図書館窓口・電話

定員：１５名

作品：
『なかよしおばけ おばけのキャンプ旅行』

内容：牛乳パックでロバ隊長のおうちを作ります。

受付：７／１７（火）から、市立図書館窓口・電話
２８日は「ぬいぐるみといっしょにおはなし会」とインタビュー。

8／11（土）

★もっと知りたい！北陸新幹線
8／10（金）10:30～11:30、13:30～14:30

にんちしょう

★ ぬいぐるみのおとまり会
預かり 7／28（土）15:00～16:00
お返し 7／29（日）10:00～12:00 の間

 夏休みこどもえいが会

8／4（土）

毎回 14:00～15:00

『トチノキ村の雑貨やさん』や『こぶたのピクルス』などから、
ゆかいなお話を数話ずつ朗読します。
つづきのお話ではないので、１回だけの参加でも大丈夫！

定員：１５組（５歳以上と保護者）

清水
図書館

図書館資料を使ってクイズや簡単な工作をします。

14:00～14:30

そのあと、ぬいぐるみは、図書館におとまりします。
２９日にむかえにきてくださいね。

作品：
『星の王子さま』

貯金箱・小物入れにもなるよ♪

★夏休みリサイクル工作教室
8／25（土）10:00～12:00
定員：１0 名（小学生）

にんちしょう

★夏休み工作教室
7／26（木） 14:00～15:30

定員：１２組（５歳以上と保護者）
受付：７／１８（水）から、市立図書館窓口・電話

受付：７／１７（火）午前１０時から、清水図書館窓口・電話

内容：ロバ隊長のおはなしを聞き、ペンたてを作ります。

内容：紙コップでかわいい動物を作ります。


ぎょうじ

内容：ダンボールや空き箱で工作をします。

8／12（日）10:30～11:30

定員：１５名(５歳から小学生)

じ ぜ ん もうしこみ

受付：８／１５（水）午前１０時から桜木図書館窓口・電話

★ 認知症ってなあに？

せんちゃくじゅん

★は、事前申込がいる行事で、すべて先 着 順 です

国体・障スポ開催記念事業

あそびとえほん

スポーツ

美山
図書館

 夏休みこどもえいが会
対象：３歳以上と保護者

7／29（日）13:30～14:15
作品：
『恐竜大研究』

8／26（日）15:00～15:30

8／12（日）13:30～15:00

ビニールボールをつくってあそぼう♪国体競技あてクイズもするよ。

作品：
『ウォーキング・ウィズ・ダイナソー（１）
』

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

15:00～15:30

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

●あそびとえほん

つ

夏

や

す

休み

毎月第４日曜日 15:00～15:30

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

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

土・ 日・祝 10:00～ 18:00

毎週日曜日

休館日：第 3 木曜日

風巻町 21-17

し

ょ

か

ん

い

図書館へ行こう！
～たのしい時間も、しずかな時間もつくります～

●耳でたのしむ おはなしのせかい

☎20-1530

清水図書館

14:00～14:30

と

はぴりゅうをさがせ！

毎月第３土曜日 11:00～11:30
月

休 館 日

火～日

7／21（土）～ 8／26（日）

●こどもえいが会

10:00～18:00

はぴりゅうのしおりをゲットしよう

定員：３００名（市立・みどり・桜木で１００枚ずつ配布）

毎月第１土曜日 14:00～14:30

いろんなジャンルの本をよんで、ビンゴカードにスタンプをあつめよう！

☎98-3820

ビンゴがそろったら、「はぴりゅうしおり」をプレゼント☆

休館日：月曜日・第 3 日曜日・祝日

夏休みの間、図書館の本だなに「はぴりゅう」がかくれているよ。見つけにきてね。

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

9:00～16:45

夏休み
おはなしの
せかい

おうちの方へ

清水図書館

7／25（水）

11:00～11:30

みどり図書館

8／10（金）

14:00～14:45

市立図書館

8／22（水）

14:00～14:45

桜木図書館

8／23（木）

14:00～14:45

美山図書館

8／24（金）

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。
※出席カードは５つの図書館で共通なので持ってきてね。

◎図書館ではいろいろな行事をおこなっています。ぜひ一度、お子さんを図書館へお連れください。
・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ください。
・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ください。
・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ください。

図書館からのお知らせは、ホームページ、図書館公式 Twitter ・Facebook でも
見ることができるよ。
ツ イ ッ タ ー

Twitter･･･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

◎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。

みどり図書館

＠fukui_midori

桜木図書館

＠fukui_sakuragi

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。
フ ェ イ ス ブ ッ ク

◎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。新しく貸出カードを作成される際は、保険証などをお持ちください。

Facebook･･･「福井市図書館」で、5 館いっしょに発信中です。

チ ェ ッ ク

Check!

