
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 月２４日（土） 中図書館 

 

なかとしょかんにいこう！  
午前 11 時～午後３時 30 分。   

協力：おはなしウーフの会、なかよしえほんの会、 

絵本のひろば よっといで！、わらべうたの会

こまめ 

3 月１０日（土） 西図書館 
春いちばん鳳フルートコンサート 
午後 2 時～3 時。先着 100 人。   

協力：鳳フルートアンサンブル 

３月１７日（土） 中図書館 

みんなであそぼう！わらべうた 

１回目（対象：０～２歳の子どもと保護者） 

午前１０時１５分～１０時４５分 

２回目（対象：３歳～就学前の子どもと保護者） 

午前１１時～１１時３０分 

各回先着２０組（申込は３/６、午前１０時～） 

3 月２１日（水） 西図書館 

いろんなことばで絵本を楽しもう   
午後３時～４時。 

対象は子ども。大人の参加も可能。先着 30 人。 

協力：羽衣国際大学 

3 月２３日（金） 堺市駅前分館 

春のえほんひろば  
午前１１時～１１時３０分。 

対象は乳幼児から小学校低学年くらい。先着 30 人。 

協力：よみきかせサークル はなしのたね 

3 月 2４日（土） 中央図書館 

春の絵本を楽しむ会 
午前 1１時～11 時 30 分。  

対象は、幼児から小学校低学年くらい。先着 30 人。 

協力：よみきかせサークル はなしのたね 

春のおはなし大会 

 ～むかしばなしがいっぱい！～ 
午後 3 時～３時 30 分、3 時 30 分～4 時。 

各回先着 30 人。 

協力：おはなしどんぐり 

3 月２４日（土） 東図書館 
おはなし大会  
午後 3 時～３時 30 分。先着 30 人。 

協力：おはなしそよかぜ 

3 月２５日（日） 北図書館 

北図書館フェスタ  
午前 10 時 30 分～午後 4 時。 

協力：たんぽぽ絵本の会、おはなしはなたばの会、 

   くるくる 

４月７日（土） 美原図書館 
春のおはなし大会  
午後３時～４時 先着３０人。 

協力：美原おはなしスプーンの会 

読書活動推進標語 

わくわく、どきどき。だか

ら、わたしは、ほんがすき 
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中央図書館 

おはなし会 土曜日(毎週) 
３月３・１０・１７日 

４月７・１４・２１・２８日 
午後 3 時～3 時 30 分 

えほんのもり 火曜日(第４) ３月２７日 ４月２４日 午前 11 時～11 時 20 分 

くるみひろば 土曜日(第 3) ３月１７日 ４月２１日 午前 11 時～11 時 20 分 

堺市駅前分

館 

おはなし会 
土曜日 

(第 2・4) 

３月１０・２４日    

４月１４・２８日 
午前 11 時～11 時 30 分 

えほんのもり 水曜日(第 3) ３月２１日 ４月１８日 午前 11 時～11 時 20 分 

中図書館 

おはなし会 
土曜日 

(第 2・4) 

３月１０・２４日 

４月１４・２８日 
午後 3 時～3 時 30 分 

えほんのじかん 
土曜日 

(第 1・3) 

３月３・１７日 

４月７・２１日 
午後 3 時～3 時 30 分 

赤ちゃんえほんのじかん 木曜日(第 3) ３月１５日 ４月１９日 午前 10 時 30 分～11 時 

いっしょにあそぼう わらべうた 

（要・申込） 水曜日（第 1） ３月７日 ４月４日 
午前 10 時 15 分～10 時 45 分 

午前１１時～１１時３０分 

☆2 回とも同じ内容です 

東百舌鳥分

館 

おはなし会 
土曜日 

(第 1・3) 

３月３・１７日 

４月７・２１日 
午後 3 時～3 時 30 分 

えほんのじかん 土曜日(第 2) ３月１０日 ４月１４日 午前 11 時～11 時 30 分 

赤ちゃんえほんのじかん 木曜日(第 4) ３月２２日 ４月２６日 午前 10 時～10 時 30 分 

東図書館 

おはなし会 
土曜日 

(第 1・4・5) 
偶数月は第２も 

３月３・２４日 

４月７・１４・２８日 
午後３時～３時 30 分 

えほんの会 
土曜日（第 3） 
奇数月は第２も 

３月１０・１７日 

４月２１日 
午後３時～３時 30 分 

赤ちゃん絵本の会 
土曜日(第２) 

金曜日(第 4) 

３月１０・２３日 

４月１４・２７日 
午前 11 時～11 時 20 分 

初芝分館 

おはなし会 土曜日(第 3) ３月１７日 ４月２１日 午後３時 30 分～４時 

赤ちゃん絵本の会 
月 1 回 

（4 月から第

１金曜日実施） 

３月１日（木） 

４月６日（金） 
午前 11 時～11 時 20 分 

西図書館 

おはなし会 土曜日(毎週) 
３月３・１０・１７・２４日 

４月７・１４・２１・２８日 
午後 3 時～3 時 30 分 

あつまれ！ 絵本のお部屋♪ 木曜日(第 2) ３月８日 ４月１２日 午前 11 時～11 時 30 分 

赤ちゃんといっしょ 
-親子のためのおはなし会 

水曜日(第 3) ３月２１日 ４月１８日 
午前10時30分～10時50分 

午前10時50分～11時10分 

南図書館 
おはなし会 土曜日(毎週) 

３月３・１０・１７・２４日 

４月７・１４・２１・２８日 
午後３時～３時 30 分 

ぴよぴよおはなしかい 水曜日(第 3) ３月２１日 ４月１８日 午前 10 時 30 分～11 時 

栂分館 
おはなし会 土曜日(随時) 

３月２４日  

４月２８日 
午後３時～３時３０分 

ぴよぴよおはなしかい 木曜日(随時) ３月８日   4 月 12 日 午前 10 時 30 分～11 時 

美木多分館 
おはなし会 土曜日(随時) 

３月１０日  

４月１４日  

３月、午後２時～２時 30 分 

４月、午後３時 30 分～４時 

ぴよぴよおはなしかい 木曜日(随時) ３月１５日 ４月１９日 午前 10 時 30 分～11 時 

北図書館 

おはなし会 土曜日(毎週) 
３月３・１０・１７・２４日 

４月７・１４・２１・２８日 
午後３時～３時 30 分 

絵本よみきかせ 
木曜日 

(第 1・3) 

３月１・１５日 

４月５・１９日 
午前 11 時～11 時 30 分 

土曜日のよみきかせ 土曜日(第 2) ３月１０日 ４月１４日 午前 11 時～11 時 30 分 

美原図書館 

みんな集まれ！えほんタイム 土曜日(第 1) ３月３日   午後３時～３時 30 分 

絵本、紙芝居、パネルシアター 土曜日(第 2) ３月１０日 ４月１４日 午後３時～３時 30 分 

おとなも楽しめるおはなし会 土曜日(第 3) ３月１７日 ４月２１日 午後３時～３時 30 分 

おはなし会 
土曜日 

(第 4・5) 
３月２４日 ４月２８日 午後３時～３時 30 分 

乳幼児向けおはなし会 木曜日(第 2) ３月８日  ４月１２日 午前 10 時 30 分～11 時 

人権ふれあいセンタ

ー  

舳松人権歴史館 

人権資料・図書室 

おはなし会 
土曜日 

(第 2・４) 

３月１０・２４日 

４月１４・２８日 
午後３時～３時 30 分 

♪３・４月のおはなし会・読み聞かせ会♪ 
は「読み聞かせ会」、は「乳幼児向けの読み聞かせ会」です。 

 

中央図書館  ℡ 244-3811   初芝分館    ℡ 286-0071   北図書館     ℡ 258-6850 

堺市駅前分館 ℡ 222-0140   西図書館    ℡ 271-2032   美原図書館    ℡ 369-1166 

中図書館   ℡ 270-8140   南図書館    ℡ 294-0123   人権ふれあいｾﾝﾀｰ 舳松人権歴史館 

東百舌鳥分館 ℡ 234-9600   栂分館     ℡ 296-0025   人権資料・図書室 ℡ 245-2534 

東図書館   ℡ 235-1345   美木多分館  ℡ 296-2111 


