Library Information

図書館

図書館インフォメーション

■赤ちゃんといっしょ
石橋図書館
■リサイクル市（雑誌版）
「乳幼児と保護者のための防災教室」
10月７日㈯～９日
（月・祝）
10月19日㈭ 午前10時30分～11時30分
■おはなし会
定員：15組 ※要申し込み
10月７日㈯ 午前10時30分～
内容：救急救命講習と車両展示
「ぐりとぐらのえんそく」他
■紙しばいと読み語り＆パネルシアター
10月21日㈯ 午前10時30分～
10月14日㈯ 午前10時30分～
子ども司書による読み聞かせ
10月28日㈯ 午後２時～
■読書会
■図書館寄席
10月11日㈬
10月22日㈰ 午前10時30分〜正午
テキスト 有吉 佐和子 著 「針女」
定員：40名 ※要申し込み
■ちいさなおはなし会
協力：冗談法人真岡落語研究会
10月16日㈪ 午前10時30分～
■ぬいぐるみのおとまり会
「ハロウィンマジカルナイト★魔女の館へようこそ！」
■古典文学講座「雨月物語」
10月28日㈯ 午前11時 集合
第６回「吉備津の釜」
10月29日㈰ 午前11時 お迎え
10月21日㈯ 午後２時～３時30分
利用案内
定員：15名
（小学生以下） ※要申し込み
■ハロウィンパーティー
■10月の図書館カレンダー 10月22日㈰ 午後２時～
■３館合同企画・紙芝居講座（全２回）
|石橋図書館 ☎52-1136 定員：20名 ※要申し込み
第１回 10月29日㈰：演じ方のコツなど
日 月 火 水 木 金 土 ■新聞コラム書き写しの会
第２回 11月12日㈰：実演
1 2 3 4 5 6 7
10月30日㈪ 午前10時～11時30分
時間：午後１時30分〜３時
8 9 10 11 12 13 14
国分寺図書館
講師：徳江 紀子 先生
15 16 17 18 19 20 21 ■新聞コラム書き写しの会
22 23 24 25 26 27 28
会場：国分寺図書館２階視聴覚室
10月６日㈮・20日㈮ 午前10時～
29 30 31
定員：各日20名
■お箏コンサート ※要申し込み20名
|国分寺図書館 ☎44-3399 10月７日㈯ 午後１時30分～３時
申し込み：市内各図書館
日 月 火 水 木 金 土 ■お話ポケットの会のおはなし会
図書館講座や催しものについては、図書
1 2 3 4 5 6 7
10月14日㈯ 午後２時～
館ホームページでもご案内しています。
8 9 10 11 12 13 14 ■読書会
15 16 17 18 19 20 21
くわしくは各図書館におたずねください。
10月21日㈯ 午前10時～
22 23 24 25 26 27 28
テキスト 東野 圭吾 著 「夢幻花」
29 30 31
■仏像かふぇ四服目 ※要申し込み20名
図書館購入図書のご案内（一部）
|南河内図書館 ☎48-2395 10月22日㈰ 午後２時～３時30分
＜一般書＞
日 月 火 水 木 金 土 講師：大正大学 霜村 叡真 氏
・長生き地獄（石）
…松原 惇子
1 2 3 4 5 6 7
・観応の擾乱（石）
…亀田 俊和
■文学講座 ※要申し込み20名
8 9 10 11 12 13 14
・ゴースト（国・南）
…中島
京子
「万葉集を読む」
（全３回）
15 16 17 18 19 20 21
・ガラスの封筒と海と（国）
第１回 10月28日㈯ 午前10時30分～
22 23 24 25 26 27 28
…アレックス・シアラー
講師：鈴木 秀男 氏
29 30 31
・パドルの子（南）
…虻川 枕
■自治医大予防医学講座（全２回）
・紅城奇譚（南）
…鳥飼 否宇
■開館時間
第１回「アンチエイジング」
午前９時～午後７時
※要申し込み20名
＜児童書＞
■図書館ホームページ
・わたしの苦手なあの子（石）
（蔵書検索・予約システム） 11月４日㈯ 午後２時～３時
…朝比奈 蓉子
講師：黒尾 誠 教授
http://www.library.
・みんなの防災えほん（石）
…山村 武彦
shimotsuke.tochigi.jp/
南河内図書館
・ごめんなさい（国・南） …サトシン
■蔵書点検による休館
・おーいおばけ（国）
…末崎 茂樹
10月３日㈫～11日㈬
・妖怪美術館（石・南）
…広瀬 克也
ＱＲコード
返却はブックポスト（視聴覚資料は不可） ・おつきみバス（石・国・南）
…藤本 ともひこ
または、石橋館・国分寺館にお願いします。
携帯電話からのご利用
https://www.e-tosho.
■読書会
※掲載の本は所蔵館に限らず、市内３図
com/shimotsuke/mb/ 10月７日㈯ 午前10時～
書館どこでも貸出（貸出中は予約）が
テキスト 横尾 忠則 著
可能です
「死なないつもり」
ＱＲコード
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