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●大人のための音読会

●４月６日(日)…アニメ「こぎつねの交通安全・
おたまじゃくしの101ちゃん」他(計42分)
●４月27日(日)…アニメ「はらぺこあおむし」他
(計33分)
時 間 いずれも14時〜
ところ 津図書館２階視聴覚室
定 員 先着各50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ 同図書館( 229-3321)

●すごろくでおはなしの中を冒険
しよう(無料)
４月23日は子ども読書の日です。そこで、津図
書館では、本を題材にしたゲームをします。子ど
もから大人まで、すごろくでおはなしの世界を冒
険してみませんか。
と き ４月26日(土)10時30分〜12時
ところ 津図書館２階視聴覚室
対 象 小学生以上
定 員 先着20人
申し込み ３月24日(月)９時から直接または電話
で同図書館へ
問い合わせ 同図書館( 229-3321)

●「どこどこ？セブン」をつくろう！

と き ５月14日(水)、６月11日(水)、７月９日(水)
いずれも13時30分〜15時30分(全３回)
ところ 久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内 容 発声練習、早口言葉、詩や名作の音読・
群読など
講 師 鈴村実千代さん(わらべ朗読部会代表）
対 象 ３日間とも受講できる人
定 員 先着35人
申し込み ４月２日(水)から直接同文学館カウン
ターへ
問い合わせ 同文学館( 254-0011)

●津市美杉総合文化センター新設に
伴う美杉図書室開設
津市美杉総合文化センター新設に伴い、平成26
年４月１日から美杉図書室を移転します。
問い合わせ 美杉図書室( 272-8092）

●特別整理期間のお知らせ
津図書館では、蔵書点検のため、４月14日(月)
から24日(木)まで臨時休館します。
問い合わせ 同図書館( 229-3321)

津市子ども読書活動推進会議委員を募集

「どこどこ？セブン」(キッズレーベル、自由国
民社)を参考に絵本を作ります。子どもたちに人気
の絵本「どこどこ？セブン」の魅力に触れて、自
分たちで同じものを作って楽しみましょう。
と き ４月26日(土)13時30分〜15時
ところ 白山総合文化センター多目的室
対 象 小学生とその保護者
定 員 先着10人
持ち物 作品作りに必要な小物
申し込み ３月22日(土)開館時間内に直接または
電話で同図書館へ
問い合わせ うぐいす図書館( 262-5000）

●オカリナ ミニ・コンサート
と き ３月30日(日)11時〜11時30分
ところ 河芸図書館１階ロビー
内 容 オカリーナ河芸によるオカリナ演奏「野
に咲く花のように」
「大きな古時計」
「思い出の
アルバム」他
問い合わせ 同図書館( 245-5300）

津市では、津市子ども読書活動推進会議委員を
一般公募します。職務は、津市子ども読書活動推
進計画の見直しや、子どもの読書活動を積極的
に推進するための意見を述べることです。
募集期間 ４月14日(月)〜30日(水) ※消印有効
募集委員 男女各１人
応募資格 市内に在住・在勤・在学で３月16日
現在20歳以上の人。(本市の議員・常勤職員を
除く)
応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、直接ま
たは郵送、Eメールで津図書館(〒514-8611 住
所不要、 229-3321＠city.tsu.lg.jp)へ
※
直接提出する場合は、月曜日、水〜金曜日８
時30分から17時15分。応募用紙は津図書館
ホームページからダウンロードできます。
選考方法 津市子ども読書活動推進会議公募委
員選考会議で選考(応募者全員に５月に結果を
郵送）
問い合わせ 津図書館( 229-3321)
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４月のおはなし会など
内容など

と

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け)
おはなし会
（絵本、紙芝居、パネルシアターなど)

津図書館

語り手

3日(木)14時15分〜
図書館職員
10日(木)15時〜

ストーリーテリング

①5日②12日③26日いずれも(土)15時〜

①マザーグース②ポップコーン
③ききゅう船

春のおはなし会

3日(木)15時〜16時

図書館職員

2日・16日いずれも(水)15時〜

わらべ

おはなしの森
（年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)
おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど)
おはなしであそぼう！
（体・声を使ってお話の中を体験)
久居ふるさと
文学館
おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)
だっこでおはなし！
（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)
ブックトーク
（テーマに合わせた本の紹介)
ポルタひさい ちっちゃいおはなし会
ふれあい図書室 （赤ちゃんと保護者向け、わらべ歌、手遊びなど)
楽しいおはなしの時間
河芸図書館
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
芸濃図書館
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
美里図書館
（絵本、紙芝居など）
安濃図書館

き

おはなし会

きらめき図書館 絵本の読み聞かせ・わらべ歌・紙芝居など

5日・19日いずれも(土)15時〜
かたつむり
12日(土)15時〜
14日(月)10時30分〜

どんぐり

23日(水)11時〜
かたつむり
26日(土)15時〜
27日(日)10時30分〜

図書館職員

20日(日)11時〜

ラッコの会

12日・26日いずれも(土)11時〜

こんぺいとう

23日(水)10時30分〜
※美里文化センター内学習室で開催

Ｍａｉｍａｉくらぶ

26日（土）14時〜

やまびこ会

10日(木)10時30分〜
※浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

図書館職員ときらきら星

小さい子向きおはなし会
3日・17日いずれも(木)11時〜
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊びなど）
おはなし会
一志図書館
12日(土)11時〜
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居など）
とことめっこのおはなし会
26日(土)15時〜
（絵本、紙芝居、パネルシアターなど）
おはなし会
2日・9日・16日・23日・30日いずれも
（水)15時〜
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)
ボランティアのおはなし会
①5日(土)14時30分〜 ②19日(土)14時30分〜
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)
おはなし会０１２
うぐいす図書館
4日(金)11時〜
（赤ちゃんと保護者向けお話し会、わらべ歌など）
えいごであそぼ！
13日(日)11時30分〜
（洋書絵本のお話会)
５日(土)10時〜
春のおはなし会
美杉図書室
※美杉総合文化センター和室で開催
（紙芝居、絵本、ペープサートなど）

４月 図書館カレンダー
日

月

火

水

木

金

土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
津図書館(☎229-3321)
９時〜19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）

日

月

火

水

木

金

土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ひなたぼっこ
図書館職員とボランティア
図書館職員
①きいろいぼうし②よみっこ
図書館職員とボランティア
外国語指導助手
ひまわり

は、休館日

久居ふるさと文学館
(☎254-0011)９時〜18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで)
ポルタひさいふれあい図書室
(☎254-0464)10時〜21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで)
河芸図書館(☎245-5300)
10時〜18時
芸濃図書館(☎265-6004)
９時〜17時
美里図書館(☎279-8122)
９時〜17時
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図書館職員とボランティア

安濃図書館(☎268-5822)
10時〜18時
きらめき図書館(☎292-4191)
９時〜17時
一志図書館(☎295-0116)
10時〜18時
うぐいす図書館(☎262-5000)
10時〜18時
(土・日曜日、祝・休日は９時〜17時)
美杉図書室(☎272-8092)
９時〜17時

