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１１月２日
３日の
２日間!!

＊開催日＊
１１月２日（日）・３日（月・祝）
午前９時３０分～午後４時３０分まで

＊場 所＊
柏市立図書館 本館
※ 雨天の場合も行ないます
＊各イベントの開催時間の確認は、10 月 15
日号「広報かしわ」等でご確認ください。

図書館の利用カードを作る時は、
お名前とご住所の確認できるものが
必要です。（免許証・健康保険証など）
利用カードは、柏市内に在住・在学・在勤の方、
近隣市にお住まいの方がお作り頂けます。
（在勤・在学で登録の方はその証明も必要です）

(

第２回 図書館まつり

昨年の図書館まつりの様子 （リサイクル本市）

昨年からはじまりました、年に１
度の図書館まつり。今年もそんな季
節がやってまいりました。
昨年も参加した！という方も、今年
は行ってみようかな…という方も、
楽しい・嬉しい「図書館まつり」に、
ぜひご参加ください！
また、図書館には行ったことないけ
ど…という方も、ぜひご参加頂いて、
この機会に図書館利用カードを作っ
てみるのはいかがでしょうか？
皆さんのご来場をお待ちしています。

＊図書館まつりの主なイベント＊
リサイクル本市
1 人 5 冊まで、図書館の本で古くなってしまったも
の（除籍本）などを差し上げます。お持ち帰り用の
袋をご持参下さい。なくなり次第終了になります。

連続おはなし会
読み聞かせや、人形劇、わらべ歌、大人向け読書会
のすすめ等を行います。

プラネタリウムの投影
当日１階カウンターで整理券を配布いたしますので
お尋ね下さい。１回の定員は４５名です。

消防車たいけん
消防車の展示をしています。
（※火災などで出場要請のあった場合は中止になります）

今年の８月８日に、柏市沼南庁舎１階に、待望のこども図
書館がオープンしました。オープンの初日は、７００名以上
の方にご来館いただき、オープニングイベントを楽しんでい
ただきました。また、その後も毎日たくさんの方にご来館い
ただき、親子のくつろぎの場として、ご好評をいただいてお
ります。
こども図書館は、乳幼児とその保護者を主な対象としてい
ます。館内は土足厳禁のため、ちいさな赤ちゃんも安心して
床にすわったり、寝転んだりできる図書館です。冬は、館内
の一部が床暖房になっているため、ひざの上に抱っこしなが
ら絵本を読んであげることも出来ます。
館内の蔵書は、主に乳幼児向け絵本と子育てに関する本な
どですが、小学生低学年向けの本も若干ありますので、家族みんなで利用が出来ます。施設内には飲食
のできるドリンクコーナーや授乳室，こども用トイレもあり、安心してご利用いただけます。
また、こども図書館では、乳幼児向けおはなし会を毎日１０時半から１１時まで開催しています。
まだ来ていない方は，ぜひお子さんとご来館ください！

＊１０ 月 の イ ベ ン ト＊

柏市立こども図書館

10/1(水) 午前 10 時半～ おはなしあのね（読み聞かせ他）
10/4(土) 午前 10 時半～ 映像で楽しむ星のおはなし会（紙芝居・映像）
10/９(木) 午後２時～
柏・この本だいすきの会（ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ他）
10/11(土) 午前 10 時半～ 親子で楽しむアコーディオン(ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏)
10/12(日) 午前 10 時半～ こびとのへや（読み聞かせ他）
10/18(土) 午前 10 時半～ 映像で楽しむ星のおはなし会（紙芝居・映像）
10/19(日) 午後２時～
わくわく腹話術（腹話術）
10/22(水) 午後２時～ 親子で切り絵を楽しもう その 1(切り絵細工)
10/23(木) 午前 10 時半～ こども図書館おはなし会
午後２時～ ハーモニーメイツ（ﾊｰﾓﾆｶ演奏・手遊び他）
10/29(水) 午後２時～ 親子で切り絵を楽しもう その 2(切り絵細工)

ブックスタート事業
＊ブックスタートってなあに？＊
柏市では１歳 6 か月児健診のときにブックスター
ト事業を実施しています。
ブックスタートとは、赤ちゃんの体の成長にミルク
が必要なのと同様に、心の成長のためには暖かなぬ
くもりのなかで優しく語りかけ、赤ちゃんとふれ
あう時間がとても大切だと、絵本を介して
おかあさん、おとうさんに伝えていく
活動です。活動が始まって今年で７年
目、今年度も１００人近いボランティ
アと、図書館・児童育成課・地域健康
福祉課が協働しています。
ブックスタート活動は柏会場と沼南会場
とを合わせて月に４回、１年で約３千組の
親子にメッセージを伝えるとともに、すべての親子
に絵本とおすすめ絵本リスト、図書館の案内、子育
支援のためのパンフレットを特製のエコ・
バックに入れておわたししています。

＊開館時間＊ 午前９時３０分～午後５時
＊休 館 日＊ 月曜日（祝日・振替休日は休館）
＊住

所＊

＊電

話＊

・年末年始・蔵書点検期間
〒277-8503
柏市大島田 48 番地 1
(柏市沼南庁舎１階)
04-7108-1111

大学図書館との連携
市立図書館では、大学図書館と連携して、図書館
サービスの充実を図っています。昨年より市内４
大学すべての図書館（東京大学、二松学舎大学、
日本橋学館大学、麗澤大学）で地域開放を実施し
ています。今年は市立図書館と大学図書館が連携
し企画展示会や講演会を１０月中旬から下旬に
かけてそれぞれの図書館で予定しています。
詳しくは『広報かしわ』に掲載されま
すので、ぜひご参加ください。

図書館では
こんな事業も
行っています!

緩和ケアを知る１００冊

今年度から、がん対策の戦略研究であ
る緩和ケア普及のためのプロジェクトの
モデル地区の１つに柏市も選ばれました。
「緩和ケアを知るための 100 冊」は、緩和ケアを
多面的に知っていただくために専門家によって選
ばれた本です。
図書館では特設コーナーを設置して、本の展示・貸
出を行っています。ぜひご利用下さい。

お問い合わせは
図書館本館へ
℡ 7164-5346
グループ名

対象年齢

日

時

場

キラキラおはなし会

３歳～５歳

毎週水曜日 午後 3：30～

おはなし あのね

０歳～小学生

毎月第３木曜日 午後 3：４0～
※冬期は時間の変更があります

こびとのへや

０歳～３歳・保護者 毎月第１金曜日 午前 10：30～

おはなしサークル『もこもこ』 ０歳～５歳・親子

毎月第３金曜日 午前 10：30～

おはなしたまてばこ

０歳～５歳

毎月第３金曜日 午前 10：30～

おはなしワクワク

１歳～５歳

毎月第２金曜日

午後 3：０0～

おかあさんのおはなし会

０歳～小学生・
保護者

毎月第３土曜日

午後 3：00～

ぐるーぷ「わっ」

０歳～

毎月第１金曜日 午後 3：30～
（祝日と重なった場合第２金曜日）

おはなしポケット

０歳～小学生

毎月第２火曜日

おはなしピンポンパン

０歳～５歳

毎月第２火曜日 午前１０：３０～

おはなしポップコーン

０歳～小学生

毎月第１水曜日

たかちゃんのおはなし会 １歳～５歳

所

豊四季台分館
子どものへやコーナー
℡ (7145)9546
田中近隣センター遊戯室
℡ （7134）2546
南部近隣センター和室
℡ (7172)9194
西原近隣センター和室
℡ （7152）9898
永楽台近隣センター遊戯室
℡ （7163）1232
布施近隣センター遊戯室
℡ （7132）3193
増尾近隣センター会議室Ｂ
℡ (7172)9193

午後 3：30～

午後３：１５～

毎月第３金曜日 午後３：００～
夏休み・クリスマスは変更あり

がらがらどん

６ヶ月～小学生
お年寄り

毎月第３土曜日 午前 10：30～

ねどちゃん

０歳～5 歳

毎月第２金曜日 午前 10：30～

おはなしのへや

２歳～小学生

毎週土曜日（第５週除く）午後 2：00～

おはなし・みーつけた

１歳～小学生

毎月第３水曜日

午後 3：30～

まつぼっくりおはなし会

３歳～小学生

毎月第２水曜日

午後４：０0～

ほしの子

０歳～３歳・保護者

毎月第３金曜日 読み聞かせ
10：30～（10 分くらい）絵本の広場 11：30 まで

にじいろおはなし会

小学校低学年

毎月第２もしくは３金曜日
午後 4：00～（30 分くらい）

こびとのへや

０歳～３歳・保護者 毎月第３金曜日 午前 10：30～

光ヶ丘近隣センター遊戯室
℡ (7175)3746
新富近隣センター和室２
℡ (7147)2690
高田近隣センター和室 1･2
℡ (7147)2440
根戸近隣センタ－Ｂ会議室
℡ (7131)6053
根戸近隣センタ－和室
℡ (7131)6053
新田原近隣センター和室
℡ (7167)1298
松葉近隣センター 和室
℡ (7134)0046
藤心近隣センター和室
℡ (7175)4946

沼南分館おはなしコーナー
℡ (7192) 1115

わくわくどきどきおはなし会 ０歳～小学生

毎月第２火曜日

メルヘン

毎月第 1・3 火曜日／第 2 土曜日 高柳近隣ｾﾝﾀｰ１階畳のｺｰﾅｰ
午前 10：３0～
℡ (7193) 1160

０歳～小学生

午後 3：30～

ぜひ、お近くの図書館のおはなし会にお子さんと一緒ご参加ください。お待ちしております！

本 館
蔵書点検の
お知らせ

図書館本館は、蔵書点検のため
１１月１８日（月）～１２月１日（月）まで
休館になります。

＊本館おはなし会

蔵書点検期間中は市内分館をご利用ください。
本館返却ポストはご利用いただけます。
(視聴覚資料・相互協力資料を除く)

＊こども図書館おはなし会

毎週木曜日 午後 3：３０～
(４月～９月までは午後 4：0０～)
毎月第３土曜日 午後 2：00～
場所：本館おはなししつ
毎日 午前１０：３０～
場所：こども図書館おはなしのへや
℡ 04-7108-1111

リクエストが多い
本はお待たせする
可能性が高いです！
ご理解ください。

にご報告◆どうぞ

図書館予約ベスト 10＊2008.9.8
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位

515 件
389 件
375 件
373 件
265 件
243 件
216 件
209 件
204 件
183 件

ホームレス中学生／田村 裕∥著
流星の絆／東野 圭吾∥著
ハリー・ポッターと死の秘宝 下／Ｊ．Ｋ．ローリング∥作
ハリー・ポッターと死の秘宝 上／Ｊ．Ｋ．ローリング∥作
おひとりさまの老後／上野 千鶴子∥著
東京島／桐野 夏生∥著
おそろし／宮部 みゆき∥著
女性の品格／坂東 真理子∥著
夢をかなえるゾウ／水野 敬也∥著
食堂かたつむり／小川 糸∥著

先月と順位の変動はほぼありませんが、ハリーポッターのリクエスト
はまだまだ増えそうです。宮部みゆきの最新刊がリクエスト急上昇中。
イベント…◎ プラネタ…★
おはなし会…本館☺ 北部地区♪
南部地区◆
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1 日 豊四季台・新富
３ 日 南部・増尾
4 日 新田原 ７日 高柳
８日 豊四季台・松葉
10 日 永楽台・根戸
1１日 新田原・高柳
1４日 増尾・光ケ丘・沼南
1５日 新田原・豊四季台
16 日 田中
17 日 南部・藤心・沼南・西原
・高田
1８日 新田原・布施・根戸
2１日 高柳
2２日 豊四季台 2５日 新田原
2９日 豊四季台 31 日 講演会
おはなし会の詳しい日程は、
本館へお問い合せください。
☎ 04-7164-5346

展 示 コ ー ナ ー

柏の魅力・再発見
10 月から 11 月は、第 2 回図書館まつりの関係もあり本
館の展示コーナーは、通常の展示コーナーに加え２階通路も
利用してパネル展示等も行っています。お立ち寄りください。
今回は、柏市史関係資料と柏市の芸術家大野隆司氏の版画及
び長縄えい子氏の著作物を展示します。大野隆司氏の猫をモ
チーフにした作品は、多くの方々に愛されています。また、
長縄えい子氏の『TUNAMI つなみ』、
『すてきなうちってどん
なうち』等多数の作品があります。

図書館メモ ☆蔵書冊数 932,961 冊（平成 20 年 8 月末現在） ☆登録者数 92,259 人（平成 20 年 8 月末現在）
☆人口 391,545 人

（平成 20 年 8 月 1 日現在）

予約ベスト１０の本はなかなか予約が進みません。予約の多い本で読み終わった本など自宅にございましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。

