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参議院選挙
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当施設は選挙会場になるため

9日(土)10日(日)は臨時休館になります

<趣味と学びを応援！みんなの居場所>

　　　　　　　　　　10月実施イベントは前月に申込開始の為、満員になっている場合があります。

月 イベント名 開催日時 対象 定員 費用 申込開始日

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日

13:30～16:30

健康体操 6日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 満席

ごんたカフェ 8日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 満席

ママのためのフリーマーケット 10日（月）10:00～15:00 子育て中のご家族 特になし 無料 直接来館

14日（金）9:00～17:00

15日（土）9:00～15:00

おはなし村 22日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 9月17日

脊柱管狭窄症について知ろう 22日（土）14:30～16:00 どなたでも 25名 無料 満席

子どもいきいきクラブ 29日（土）10:00～11:20 小学生低学年 15名 500円 9月24日

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日

13:30～16:30

健康体操 10日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 10月6日

ごんたカフェ 12日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 10月8日

大切なご家族のための相続セミナー 14日（月）13:30～15:00 どなたでも 25名 無料 10月19日

聞こえ勉強会～認知症にならないために 17日（木）15:00～16:30 どなたでも 25名 無料 10月21日

おはなし村 19日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 10月22日

子どもいきいきクラブ 26日（土）10:00～11:20 小学生低学年 15名 500円 9月24日

作品展 どなたでも 特になし 無料 直接来館

直接来館

子育て相談

直接来館

10月

11月

子育て相談

パソコン相談会 どなたでも

パソコン相談会 どなたでも

無料

無料

無料特になし

無料特になし

自主事業 予定表

日 時 ：11月12日(土) 13:30～15:00

対 象 ：65歳以上

定 員 ：15名

持ち物：マスク、飲み物、上履き、下足袋

申込み：10月8日(土）より電話・来館にて

＜大人の漢字講座＞のお知らせ

11月の＜ごんたカフェ＞

日 時 : 12月3日(土) 13:30～15:00
対 象 : 成人

講 師 : 清田淑子先生

日本漢字能力検定協会 漢字教育士

定 員 : 20名

持ち物 : マスク、上履き、下足袋

申込み : 10月20日(木)より電話・来館にて

今回のテーマ 「漢字を楽しく！！」
・「〃」（点点）にまつわる話

・もともとの漢字があるのに…

・漢字に季節を感じて

11月は ＜運動と脳トレ＞ です

★11月26日(土)予定の<ギター演奏会>は

都合により中止にします★

無料

無料



〔図書名〕 〔対象・著者〕 内　　容

汝、星のごとく 凪良　ゆう 生きることの自由さと不自由さを描き続けてきた著者が紡ぐ、ひとつではない愛の物語

レッドゾーン 夏川　草介 80以上のメディアに取り上げられ、コロナ禍の最前線に立つ現役医師が綴った勇気の物語

噓つきジェンガ 辻村　深月 ほんの出来心から積み上げてしまった嘘、騙す側、騙される側の心理を巧みに描く小説集

終止符のない人生 反田　恭平 日本人として51年ぶりのショパン国際コンクール2位の快挙、世界が注目する音楽家の軌跡と未来

宮部みゆき
江戸は神田の三島屋で行われている風変りの百物語。語り手が一人に聞き手も一人、語ら
れる話も一つだけ。胸の内に納めておけぬこの世の業を語るため人は黒白の間を訪れる

よって件のごとし
三島屋変調百物語八の続

当月の情報は9/15現在の状況です。 今後、状況により変更する場合があります。

引き続き、入館時の<マスク着用＞・＜アルコール消毒＞・＜3密回避＞のご協力をお願いします。

最新の情報は当施設ホームページにもアップします。

ご利用前にご確認ください。

10月 新刊図書のご案内 10月1日(土)より予約・貸出受付開始

当館に関するご意見・ご要望・苦情相談はご意見箱・電話でも受け付けています。

お問い合わせは☎713-6625へ

相続対策＜遺産分割・納税資金・税軽減＞

３つのポイントをわかりやすく解説します！

<紙芝居>の他に<わらべうた・うたあそび>も楽しめます☺

10～12月 土曜日 10：00～11：20

子どもたちがワクワクするようなプログラムです！

10/29 体いきいき 「からだポカポカ♥免疫力アップ教室 」

11/26 脳がいきいき 「五感を刺激！アートプログラム」

12/24 ココロいきいき 「昔ながらの・・・だけじゃない遊びの場」
参加費

１回５００円

大切なご家族のための相続セミナー

11月の＜おはなし村＞

＜子どもいきいきクラブ＞

★10月は22日(土) 開催★

聞こえ勉強会 ～認知症にならないために～

日 時 : 11月14日(月) 13:30～15:00
対 象 : どなたでも

講 師 : 浦田 良平さん 皆川 裕樹さん
(ファイナンシャルプランナー)

定 員 : 25名

参加費 : 無料

持ち物 : マスク、上履き、下足袋

申込み : 10月19日(水)より電話・来館にて

日 時 : 11月17日(木) 15:00～16:30
対 象 : どなたでも

定 員 : 25名

参加費 : 無料

持ち物 : マスク、上履き、下足袋

申込み : 10月21日(金)より

電話・来館にて

日 時 ： 11月19日(土) 11:00～11:30

対 象 ：2歳～小学生・大人

定 員 ：15名（先着順）

参加費：無料

持ち物：マスク、上履き、下足袋

申込み：10月22日(土）より電話・来館にて

<紙芝居の出前を始めました！>
あなたの近くに出かけます♪

ご希望の方はお気軽に

ご連絡ください！

聞こえの仕組み・認知症との関係・補聴器の種

類（集音器との違い）など専門家が説明します👂

参加対象 ： 小学生低学年（原則１～２年生まで）

定 員 ： 15名

申 込 み ： 受付中
（3回通しての参加がおすすめですが、上限を超えた場合は参加できないことがあります）

毎月第3土曜日 11：00～11：30 開催

（都合により第4土曜日になります！）


