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子ども

参議院選挙

24

31

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>

　　　　　　　　　　 11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 10日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 満席

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

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

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 (27日は休会)

13:30～16:30

健康体操 1日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 11月10日

大人の漢字講座 3日（土）13:30～15:00 成人 20名 無料 10月20日

クリスマス・コンサート 7日（水）13:00～14:00 どなたでも 30名 200円 11月14日

クリスマス・リース作り 8日（木）9:30～12:00 どなたでも 10名 2000円 11月8日

ごんたカフェ 10日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 11月12日

おはなし村 17日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 11月19日

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

子ども書初め部屋 26日（月）10:00～12:00 小学生・中学生 先着12名 無料 直接来館

図書清掃 28日（水）10:00～11:00 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

11月

12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

＜クリスマスコンサート＞のお知らせ
🎻アミーチェの演奏会🎻

対 象 ：どなたでも

定 員 ： 30名

参加費： 200円

持ち物 ：マスク、上履き、下足袋

申込み： １1月14日（月）より電話・来館にて

弦楽アンサンブル・クリスマスコンサート

１２月７日（水） １３：００～１４：００
クリスマスにふさわしい楽曲をお届けします♪

1．くるみ割り人形<バレエ音楽>より 小序曲

チャイコフスキー

2．カヴァレリア・ルスティカーナ マスカーニ

3．G線上のアリア バッハ

4．セレナーデ シューベルト

5．くるみ割り人形<バレエ音楽>より 花のワルツ

チャイコフスキー

他5曲演奏予定♫

プログラム

＜クリスマスリース作り＞のお知らせ



〔図書名〕 〔対象・著者〕 内　　容

財布は踊る 原田　ひ香 今より少しお金がほしい…生活に根差す切実な想いと希望を描く傑作長編小説

リバー 奥田　英朗 同一犯か、模倣犯か？10年前相次いで女性死体発見。未解決連続殺人事件の悪夢が再び…

月まで三キロ 伊与原　新 死に場所を探す男とタクシー運転手の一夜のドラマ等、折れそうな心に寄り添う六つの物語

ハヤブサ消防団 池井戸　潤 亡き父の故郷ハヤブサ地区に移住した作家の三馬。地元の消防団に勧誘される。やがて放火事件が…

結城真一郎 本格ミステリ賞にノミネートされた珠玉の５篇。日常に潜む小さな歪みをあなたは見抜くことができるか？♯真相をお話しします

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。

11月 新刊図書のご案内 11月1日(火)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

＜子ども書初め＞のお知らせ

＜クリスマスリース作り＞のお知らせ

＜図書清掃＞のお知らせ

12月の＜ごんたカフェ＞ 12月の＜おはなし村＞

日 時 ： 12月8日(木) 10:00～12:00

講 師 ：水戸部 文香先生

定 員 ： 10名

参加費 : 2000円（材料費込み）

持ち物 : マスク、筆記用具、上履き、下足袋、ニッパー（ワイヤーが切れるもの）

はさみ（枝が切れるもの）、作品を持ち帰る時のマチのある袋

申込み : 11月8日(火)より電話・来館にて

今年も生のモミやヒバを使いクリスマスリースを作ります

写真はイメージ

日 時 ： 12月10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：11月12日(土）より電話・来館にて

12月は ＜クリスマスと正月飾り＞ です

折り紙で素敵な飾りを作りましょう！

無料

<紙芝居>と<わらべうた・うたあそび>も楽しめます☺

日 時 ： 12月17日(土) 11:00～11:30

対 象 ： 2歳～小学生・大人

定 員 ： 15名（先着順）

持ち物： マスク、上履き、下足袋

申込み： 11月19日(土）より電話・来館にて
★11月は19日(土) 開催★

コミハで書初めの宿題を終わらせよう！

一人での参加も大歓迎です！！

日 時 ： 12月26日(月) 10:00～12:00

持ち物： マスク、書初めの道具

定 員 ： 先着12名

申込み ： 当日お越しください
★先生はおりません

日 時 ： 12月28日(水) 10:00～11:00

内 容 ： 図書（絵本など）クリーニング他

申込み： 当日お越しください

無料

無料

＜フリーマーケット＞ 開催しました

10月10日（月・祝）、子ども用品限定のフリーマーケットを開催しました。

10時始まりとともに、12店舗にはお客様がいっぱいになり、皆さん楽しげにお買い物をされていました。

午前中は来館者は切れ目なく、午後は一段落し、出店された方々同志の交流もされていました。

出店された方、ご来場の皆様、ありがとうございました

HP

毎年恒例の大掃除イベントを実施します。

年末のお忙しい中ではございますが、ご協力

いただけるボランティアさんを募集します。


