①おはなしたまてばこ

②おはなし あのね

（西原分館）
☆毎月第３金曜日
（祝日の場合は第２金曜日）
午前 10 時 30 分～11 時 10 分
８月は休み
西原近隣センター２階和室
対象年齢 ０歳～３歳

（田中分館）

常磐線 線路
図書館

北側

☆毎月第３木曜日
(8 月は第 1 木曜日)
午後 3 時 40 分～4 時 20 分
田中近隣センター 2 階遊戯室
対象年齢 ０歳～小学生
♪みんなで楽しく さあ
おはなしがはじまるよ♪
絵本の読み聞かせ・紙芝居
手遊び・折り紙など

０歳～未就園のお子さん対象。
絵本・紙芝居・手遊びなど年齢に
合わせた楽しいおはなし会です。

豊四季台 高田 新富 西原
田中 松葉 布施 根戸

③まつぼっくり

④がらがらどん

④ねどちゃん

（松葉分館）

（根戸分館）

（根戸分館）

☆毎月第２水曜日
午後 4 時～4 時 30 分
８月休み
松葉近隣センター和室３
対象年齢 0 歳～６歳
小さな耳にとどく声は暖かくや
わらかく！そんな思いでの絵本の
読み聞かせです。限りない可能性
を持つ幼児が絵本の世界でふくら
ませる夢は,情緒ゆたかな心情を育
てると信じて！

☆毎月第３土曜日
☆毎月第１金曜日
（祝日の場合は翌週）
（祝日の場合と１月は翌週）
午前 10 時 30 分～11 時 15 分
午前 10 時 30 分～11 時
根戸近隣センター１階Ａ会議室
８月休み
対象年齢 ０歳～小学生
根戸近隣センター和室
対象年齢 ０歳～３歳
本となかよしになってね。
絵本の読み聞かせ・紙芝居・手
おはなしをつくることもステキだ 遊び・折り紙など。
よ。よみきかせのあいだに”あそ
みんなで楽しくをモットーに！
び”もしています。
赤ちゃん大歓迎！

⑥たかちゃんのおはなしかい
（高田分館）

⑤おかあさんのおはなし会
（布施分館）
☆奇数月第３土曜日
午後３時～３時 30 分
１２月はクリスマスおはなし会
あ
有り
布施近隣センター遊戯室
対象年齢 ０歳～小学生

☆毎月第３金曜日
午後 3 時～3 時 30 分
☆奇数月第２木曜日
午前 10 時 30 分～11 時 30 分
高田近隣センター２階和室
対象年齢 ０歳～５歳

絵本・紙芝居・パネルシアター
でいろんなおはなしを楽しんじゃ
おう。こどもとおとな（もとこど
も）のためのおはなし会です。手
遊び歌もいろいろやっています。

⑦キラキラおはなし会

絵本・紙芝居・手遊び・パネル
シアター・折り紙等をしていま
す。春休み・夏休み・冬休みは近
隣センターのロビーで１日だけの
おはなし会もやっています。

⑧おはなしや

★ 本 館

①毎週木曜日のおはなし会
（新富分館）
☆４月～７月と９月～１０月
☆毎月第１水曜日
午後４時～４時３０分
午前 10 時 30 分～11 時 30 分
☆８月
新富近隣センター和室
午前１０時３０分～１１時
対象年齢 ０歳～3 歳
☆１１月～３月
絵本と折り紙を通して
午後３時３０分～４時
絵本読みきかせ・紙芝居・手遊
小さな心に大きな夢を
②毎月第３土曜日のおはなし会
び・折り紙作りもやっています。
届けたい・・・
午後２時３０分～３時 （８月は午
楽しみながら，たくさんの絵本に
前１０時３０分～１１時）
キラキラの瞳あつまれ！
出会ってもらいたいです。おはな
おはなしのへや
しを聞きに来てください。

（豊四季台分館）

☆毎週水曜日 （祝日は休み）
８月は休みの場合あり
午後 3 時～3 時 30 分
豊四季台分館子どものへやコーナー
対象年齢 ０歳～７歳

絵本の読み聞かせ･手遊びなど
①西原分館
②田中分館
③松葉分館
④根戸分館
⑤布施分館
⑥高田分館
⑦豊四季分館
⑧新富分館
⑨永楽台分館
⑩新田原分館
⑪光ヶ丘分館
⑫増尾分館
⑬藤心分館
⑭南部分館
⑮高柳分館
⑯沼南分館
⑰こども図書館

⑨永楽台分館は児童センターで
おはなし会を開催しています。
⑯沼南分館は開催していません。
こども図書館のおはなし会を
ご利用ください。

⑪おはなしピンポンパン
（光ケ丘分館）

⑩おはなしのへや
（新田原分館）
☆毎週土曜日（第５週除く）
午後２時～２時 30 分
８月は休みの場合あり
新田原近隣センター２階和室３
対象年齢 ２歳～小学生
語りと絵本の読み聞かせ，時々
手遊びを入れて，楽しいおはなし
会になるようにプログラムを組ん
でいます。いっしょに絵本の世界
を楽しみましょう。聴きに来て
ね。

⑫おはなしどんぐり
（増尾分館）

☆毎月第２火曜日（祝日は休み）
午前１０時３０分～１１時
光ケ丘近隣センター 遊戯室
対象年齢 ０歳～３歳

常磐線 線路
図書館

南側

新田原 増尾 藤心
南部 光 丘 高柳

⑬絵本の出会いの広場 ほしの子
（藤心分館）

☆奇数月の第３金曜日
（３月は第４金曜日）
（祝日は休み）午前１０時３０分
～１０分間ぐらい読み聞かせ，絵
本の広場１１時３０分まで
藤心近隣センター２階和室
赤ちゃんからやんちゃな子も大
対象年齢 ０歳～３歳
歓迎！
絵本を読んでいる時の子ども達
みんな一緒に楽しい時間を過ご の瞳はキラキラと輝いています★
しましょう。
その輝きがいつまでも変わりませ
んように・・・という祈りを込め
てお星様の子｢ほしの子｣と名付け
ました。絵本との出会いの広場ほ
☆毎月第３木曜日
午前 10 時 30 分～11 時
増尾近隣センター会議室Ｂ
対象年齢 ０歳～３歳

今日はどんな絵本が待ってるか
な。楽しい手遊びなーに。おはな
しが終わったら絵本タイム・・・
部屋にそろえた絵本からお子さん
の好きなものを選んで，いっしょ
に楽しんでください。お気に入り
の絵本を見つけてね。

⑬にじいろおはなし会
（藤心分館）
☆毎月第２金曜日
午後４時～４時３０分（１１月
から１月は午後３時４５分～）
８月休み
藤心近隣センター１階茶室
対象年齢 ３歳～小学生
3 歳～小学生を対象に，おもに
絵本の読み聞かせを行っていま
す。時々，折り紙や手遊びもやり
ます。保護者の皆様もぜひご一緒
にどうぞ！ゆったり楽しんでくだ
さいね。

しの子です♪

⑭おはなし広場
いないいないばあ
（南部分館）
☆毎月第３火曜日
午前 11 時～11 時 45 分
南部近隣センター みんなの広場
対象年齢 ０歳～５歳
☆南部近隣センターのリノベーシ
ョンのため，１２月１７日（月）
から閉館いたします。１２月１８
日（火）のおはなし会はみんなの
広場で行います。

⑮ありえってぃ
（高柳分館）
☆毎月第１火曜日
（１２月は第２火曜日）
午前１１時～１１時３０分
祝日・８月・１月は休み
高柳近隣センターロビー畳コー
ナー
対象年齢 ０歳～４歳

⑰こども図書館
☆休館日を除く毎日
午前１０時３０分～１１時
対象年齢 ０歳～小学生
☆土・日・祝日
午前１１時～１１時３０分
対象年齢 ４・５歳以上
※午前中に音楽などの他の行事が
ある場合は休み

絵本・紙芝居・大型絵本・パネ
ルシアター・手遊び・童謡など親
絵本の読み聞かせ・紙芝居・パ
子で楽しめる内容でおまちしてお
ネルシアター・手遊び・わらべ歌
ります。１２月は，人形劇を行い
毎月行事予定が更新されています
ます。

