
図書館わくわくパレード‘19夏 

20日(土)「こわいおはなし大会」中央図書館  協力：おはなしどんぐり 

  午後３時～3時30分、３時30分～4時 (２回入替制) 各回先着30人  

20日(土)～31日(水)「おはなし会のパネル展示」南図書館  

  図書館で行っているおはなし会についてパネル展示をします。 協力：おはなしかご、キッズパル 

24日(水) 「おはなし大会」美木多分館   協力：おはなしかご   

  午後1時30分～2時、2時～2時30分（2回入替制） 各回先着30人 

24日(水)「おはなし大会」初芝分館        協力：おはなしそよかぜ、おはなしはなたばの会 

  午後２時３0分～３時、3時～3時30分（2回入替制） 各回先着30人 

24日(水)「おはなし大会」堺市駅前分館   協力：おはなしはなたばの会、おはなしどんぐり 

  午後２時30分～3時、３時～3時30分 各回25分 各回先着30人 

24日(水) 25日(木)「本の広場＆宿題応援」中央図書館 

  午前10時～午後４時。対象は小学生・中学生（満席の場合は順番待ち） 

25日(木)・８月１日(木)・３日(土)「子ども司書養成講座」北図書館 

  午前9時30分～12時 先着6人 協力：奥野宜之氏  ★申込受付 北図書館へ来館・電話・FAX    

25日(木)・８月１日(木)・8日(木)・22日(木) 

「さかい中子ども司書養成講座」中図書館 

  午後1時～3時 対象：小学4年生～中学3年生 先着10人  

  ★申込受付 7月13日(土)午前10時から中図書館へ来館・電話・FAX      

26日(金)・８月2日(金)・9日(金)「さかい子ども司書にチャレンジ！」中央図書館 

  午後１時～3時 対象：小学4年生～中学2年生 先着8人 

  ★申込受付 7月5日(金)午前10時から中央図書館へ来館・電話 

27日(土)「おはなし大会」栂分館  協力：おはなしかご 

  午後3時～3時30分、3時30分～4時 各回先着30人（2回入替制）   

20日(土)「夏のえほんおたのしみ会」中図書館  

  絵本の読み聞かせとかんたんな工作をします。 午後3時～4時 先着30人 

27日(土)「科学工作教室 音のひみつをさぐろう」西図書館 

  午前10時30分～12時 対象：小学3年生～6年生 先着24人 

  ★申込受付 7月10日(水)午前10時から 西図書館へ来館か電話      

21日(日)「こわいこわ～いおはなしのおはなし大会」南図書館 

  午前10時30分～11時、11時～11時30分（2回入替制） 各回先着30人 

24日(水)・31日(水)「好きな絵本を読み聞かせ」南図書館 

  24日(水) 午前10時30分～・31日(水) 午後3時～ 各回先着10人 

7月 

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 

 

うらも見てね！ 



 27日(土)「こわいおはなし大会」北図書館  協力：おはなしはなたばの会 

  午後3時～3時30分、3時30分～4時 各回先着40人   

27日(土)「おはなし大会」東図書館  協力：おはなしそよかぜ 

  午後3時～3時30分、3時30分～4時(2回入替制) 各回先着30人   

30日(火)～31日(水)「とびだす絵本の展示会」中央図書館 

  午前10時～午後4時 

3日(土)「子ども司書読み聞かせ会」北図書館  協力：北図書館子ども司書 

  午前11時から 先着40人   

3日(土)「西図書館まつり」西図書館  午前10時20分～午後3時  

  おはなし会 絵本読み聞かせ会 工作 手話おはなし会 手話劇と手話歌 人形劇 こども司書による演目など 

  協力：おはなしふくろう、絵本のたまてばこ、くるくる、手話学習サークルつつじの会、人形劇団シャボン 

  玉、西図書館赤ちゃんサポーター、堺図書館サポーター倶楽部 

4日(日) 保護者向け講座「星と宇宙のおはなし～ブラックホールって何？宇宙人
はいるの？～」中図書館 講師：福江 純氏(大阪教育大学教授) 協力：千の夢きらめく堺星空館 

  午後1時30分～3時30分 対象：小学生以上の子どもとその保護者 先着20組 

  ★申込受付 7月11日(木)午前10時から 中図書館へ来館・電話・FAX    

7日(水)「夏のえほんひろば」堺市駅前分館  協力：よみきかせサークル はなしのたね 

  午前11時～11時30分 先着30人   

9日(金)「とびだす絵本の展示会」初芝分館 

  午後1時30分～4時30分 

9日(金)「ミッション！～図書館の仕事を体験せよ～」美原図書館 

  午後1時30分～4時 先着12人 

  ★申込受付 8月2日(金)午前10時から 美原図書館へ来館か電話 

17日(土)「おはなし大会」中図書館  協力：おはなしウーフの会 

  午後2時15分～2時45分、2時50分～3時20分  各回先着30人 

17日(土)「夏のおはなし大会」美原図書館  協力：美原おはなしスプーンの会 

  午後3時～4時 先着30人   

25日(日)「夏のわくわくタイム」西図書館 協力：こども文化ボランティアサークル ア・ラマ 

  読み聞かせや手遊びなどをします。 午後2時～2時45分 先着30人   

27日(火) 「ようこそ！おすすめ絵本の世界へ」美原図書館 

  午後2時～3時  協力：ネットワークと・ま・と 

8月 

22日(木)～23日(金)「さかい子ども司書養成講座」東図書館 

  午後1時～3時30分 対象：小学4年生～6年生 先着10人  

  ★申込受付 8月6日(火)午前10時から東図書館へ来館・電話 

このちらしに関するお問い合わせ 堺市立中央図書館 電話 072-244-3811 

このほかにも、各図書館では毎週おはなし会や読み聞かせ会をやっています。定例のおはな

し会、読み聞かせ会については、「7・8月のおはなし会・読み聞かせ会」にまとめています  

ので、そちらもご覧の上、ぜひおいでください。 



７・８月定例おはなし会・読み聞かせ会 堺・中・東区 

�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 

おはなし会 
土曜日 

(毎週) 

7月6・13・27日 

8 月 3・10・17・24・

31日 

午後3時～3時30分 

えほんのもり� 火曜日(第4) 7月23日 8月27日 午前11時～11時20分 

くるみひろば☺ 土曜日(第3) 7月20日 8月17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) 

7月13・27日    

8月10・24日 
午前11時～11時30分 

えほんのもり☺ 
水曜日(第3) 

7月17日 8月21日 午前11時～11時20分 

くるみひろば☺ 
木曜日(第１) 

7月4日 8月1日 午前11時～11時20分 

中図書館 

おはなし会 
土曜日 

(第2・4) 

7月13・27日 

8月10・24日 
午後3時～3時30分 

えほんのじかん� 

土曜日 

(第1・3) 
7月6日 ８月3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) 7月18日 8月15日 午前10時30分～11時 

えほんおたのしみ会 土曜日(第5) 8月31日 午後3時～4時 

東百舌鳥 

分館 

おはなし会 
土曜日 

(第1・3) 

7月6・20日 

8月3・17日 
午後3時～3時30分 

えほんのじかん� 土曜日(第2) 7月13日 8月10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) 

7月25日 8月22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) 

8月は第2も 

7月6日 

8 月 3・10・24・31

日 

午後3時～3時30分 

大人も楽しめるおはなし会 
5・8・11・

2月第2火 
8月13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 

7月13・20日 

8月17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) 
7月13・26日 

8月10・23日 
午前11時～11時20分 

初芝分館 
おはなし会 土曜日(第3) 7月20日 8月17日 午後3時30分～4時 

赤ちゃん絵本の会☺ 
金曜日(第１) 

7月5日 8月2日 午前11時～11時20分 

いっしょにあそぼう 

 わらべうた （要申込） 

水曜日(第1) 7月3日 8月7日 午前10時30分～11時 



西図書館 

おはなし会 土曜日(毎週) 

7月6・13・20・27日 

8 月 10・17・24・31

日 

午後3時～3時30分 

あつまれ！ 絵本のお部屋♪� 木曜日(第2) 7月11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) 7月17日 

午前10時30分～50分 

午前10時50分～11時10

分 ☆2回とも同じ内容です 

南図書館 
おはなし会 土曜日(毎週) 

7月6・13・20・27日 

8月3・10・17・24・31

日 

午後3時～3時30分 

ぴよぴよおはなしかい☺ 水曜日(第3) 7月17日 8月21日 午前10時30分～11時 

栂分館 
おはなし会 土曜日(随時) 7月13日 8月10日 午後3時～3時30分 

ぴよぴよおはなしかい☺ 木曜日(随時) 7月11日  8月29日  午前10時30分～11時 

美木多 

分館 

おはなし会  土・日(随時) 8月24日 午後3時30分～4時 

ぴよぴよおはなしかい☺ 木曜日(随時) 7月18日 8月8日 午前10時30分～11時 

北図書館 

おはなし会 土曜日(毎週) 

7月6・13・20・27日 

８月3・10・17・24・

31日 

午後3時～3時30分 

絵本よみきかせ☺ 

木曜日 

(第1・3) 

7月4・18日 

8月1・15日 
午前11時～11時30分 

土曜日のよみきかせ☺ 土曜日(第2) 7月13日 8月10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) 7月6日 8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) 7月13日 8月10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) 7月20日 午後3時～3時30分 

おはなし会 
土曜日 

(第4・5) 
7月27日 8月24日 午後3時～3時30分 

乳幼児向けおはなし会☺ 木曜日(第2) 7月11日 8月8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) 

7月13・27日 

8月10・24日 
午後3時～3時30分 

おりがみであそぼう！ 
木曜日 

(第1・3) 

7月4・18日 

8月1・15日 
午後3時30分～4時30分 

７・８月 定例おはなし会・読み聞かせ会♪ 

西・南・北・美原区・人権ふれあいセンター 

�は「読み聞かせ会」、☺は「乳幼児向けの読み聞かせ会」です。 

このちらしに関するお問合せ 堺市立中央図書館 電話 072-244-3811 


