
守山・志段味図書館からのお知らせ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のおはなし会のお知らせ 

場所 守山図書館 

ちいさいひとのおはなし会は申込制です。 

前月 15 日から翌月開催分を受けつけます。(１家族につき１回） 

開催日の前日に空きがあれば、2・3 回目の申込みができます。 

 

ちいさいひとのおはなし会（0 歳～2 歳くらい）   定員 5 組 

終了後、会場でエリア支援保育所保育士からの情報提供がある 

「保育士さんと話そう」があります。 

  ７月７日（木） 午前 10：30～10：50    受付中 

  ７月８日(金） 午前 10：30～10：50     （おひとりいずれか 1 回）   

  ７月 22 日(金) 午前 10：30～10：50 

  

８月４日（木）午前 10：30～10：50    受付開始日 ７月 16 日（土） 

８月 12 日(金）午前 10：30～10：50     （おひとりいずれか 1 回） 

  ８月 26 日(金) 午前 10：30～10：50  

 

 ちいさなふね 

ひろのたかこ／さく 福音館書店 

内容 

  ポンポンポン。軽快な音を立てて、青い

海を小さな船が進んでいきます。晴れ上が

った空にはカモメも飛んでいます。イルカ

といっしょに、ポーン、ポーン、ポーン。 

  

コメント 

  最後のページは、客船やタンカー、ホバ

ークラフトなど、形も大きさもさまざまな

船が出てきます。乗り物好きにはうれしい

絵本です。 



  幼児・小学生と保護者の方向けおはなし会   定員 10 名(当日先着順) 

７月 ２日(土) 午後 2：30～3：00      

   ９日(土) 午後 2：30～3：00 

16 日(土) 午後 2：30～3：00     

   23 日(土）午後 2：30～3：00   

 

こわいえほんのおはなしかい（幼児・小学生向き）   定員 10 名 

  こわい絵本だけのおはなしかいです。 

７月 21 日(木) 午前 10：30～11：15    

      申込：7 月 14 日（木）午前 9：30～（先着順） 

      窓口または電話（052-793-6288）へ 

 

みみできくこわいおはなしかい（幼児 5 歳以上・小学生向き）  定員 10 名 

  絵本や紙芝居は使いません。部屋を暗くしておはなしをききます。 

７月 30 日(木) 午前 10：30～11：30   

      申込：７月 16 日（土）午前 9：30～（先着順） 

      窓口または電話（052-793-6288）へ 

 

    

場所 志段味図書館  

 

新型コロナウイルス感染防止のため、来館前の体調チェックと館内でのマスク着用 

をお願いいたします。 

 

（1）あかちゃんからのおはなし会 

【日時】①7/28(木) 10:30～10:50 

②8/11(木・祝) 10:30～10:50 

【対象】0 歳～幼児・保護者 

【定員】各先着 10 組 

【申込】①7/21(木)②8/4(木) いずれも 9:30～来館又は電話にて 

【内容】絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びなど 

 

（2）よちよちおはなし会 

【日時】8/4(木) 13:00～13:20 

【対象】0 歳～幼児・保護者 

【定員】先着 10 組 

【申込】7/28(木) 9:30～来館又は電話にて 

【内容】絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びなど 



（3）おはなしと工作会 

【日時】8/13(土) 14:00～14:40 

【対象】幼児～小学生・保護者 

【定員】先着 5 組 

【申込】8/6(土)9:30～ 来館又は電話にて 

【内容】絵本の読み聞かせと工作をします。 

 

（4）かんちょうのスペシャルおはなし会 

【日時】7/23(土) 14:00～14:30 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 24 名 

【申込】7/9(土)9:30～ 来館・電話にて 

【内容】志段味図書館館長によるおはなし会です。 

イラストレーター華鼓さんの描きおろし紙芝居「くわずにょうぼう」を 

おひろめします。 

 

（5）耳でたのしむおはなし会～ストーリーテリング～「怖いおはなし」 

【日時】7/30(土) ①10:30～11:00 ②11:10～11:40 

【対象】①5 歳くらい～一般 ②小学生～一般 

【定員】各回先着 24 名 

【申込】7/23(土)9:30～ 来館・電話にて 

【内容】絵本や紙芝居を使わず、耳だけで聞いてたのしむおはなし会です。 

 

（6）アレルギーのおはなし会 

【日時】8/2(火) おはなし会 10:00～10:20 交流会（参加自由） 10:20～11:00 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 24 名 

【申込】7/20(水)9:30～ 来館・電話にて 

【内容】アレルギーをテーマにした絵本や紙芝居のおはなし会です。 

おはなし会の後に、おしゃべりの時間を設けています。 

 

（7）Let’s enjoy English! 

【日時】8/5(金) 10:30～10:50 

【対象】幼児～一般 

【定員】先着 5 組 

【申込】7/29(金)9:30～ 来館・電話にて 

【内容】英語の絵本の読み聞かせや手遊びなど 

 



その他のお知らせ 

場所 守山図書館 

 

守山図書館 50 周年記念行事 「図書館の思い出の木」をつくろう 

  みなさんの図書館の思い出を葉っぱの形の用紙に書いていただく、参加型の 

壁面展示です。1 階にまいた種が芽吹き、階段の壁にどんどん伸びていきます。 

たくさん書いて、大きな木に育ててください。 

用紙の回収：７月 16 日（土）～８月 31 日（水） 

展示期間は ～９月 15 日（木） 

 

「なつやすみのおはなし会で本を読んでみたい小学生」募集      

   練習日：７月 30 日（土）午後２：00～３：00 

本番 ：８月６日・13 日・27 日 いずれも（土）午後２：30～３：00 

対象：練習に参加できる小学生（居住区は問いません）    

定員：各日２名 (1 冊を何人かで読むグループも可) 

   やりたい日を決めて応募してください。 

 申込：７月 23 日（土）10：30～ 窓口または電話（052-793-6288）へ 

（先着順 受付開始時に定員を超えた場合のみ抽選）  

 

  なつやすみ宿題おうえん講座 

① １～２年生向け 「本を使って調べもの名人」 

    目次や索引といった本のしくみを知って、図鑑などで上手に調べられる 

ように使い方を練習します。 

   ８月５日（金）午後１時～２時 

      講師：石原ゆみさん（十六文庫代表） 

      対象・定員：小学１～２年生 ６名 

   申込：７月 22 日（金）午前 10 時 30 分～ （先着順） 

窓口または電話（052-793-6288）へ 

 

② ３～６年生向け 「百科事典で謎をとけ！」 

  百科事典がはやく上手に引けるコツを学び、いろいろな謎の答えを 

百科事典でさがします。自由研究もばっちり！  

   ８月５日（金）午後２時 30 分～３時 30 分 

        講師：石原ゆみさん（十六文庫代表） 

対象・定員：小学３～６年生 ６名 

   申込：７月 22 日（金）午前 10 時 30 分～ （先着順） 

窓口または電話（052-793-6288）へ 



場所 志段味図書館  

 

新型コロナウイルス感染防止のため、来館前の体調チェックと館内でのマスク着用 

をお願いいたします。 

 

（1）マタニティヨガ教室  

【日時】①7/12（火） 10:00～11:00 

②8/30（火） 10:00～11:00 

【対象】女性の方どなたでも 

【定員】各回先着 6 名 

【申込】受付中 

【講師】岡部朋子氏（認定ヨガセラピスト） 

【内容】ゆっくりした呼吸で体をほぐすヨガで、セルフケアも学びましょう。 

 

（2）スマホの相談会 

【日時】7/20(水) 14:00～15:00 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 10 名 

【申込】7/13(水)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】au ショップ守山吉根 店長 伊藤俊輔氏 

【内容】スマホの「困った！」についての相談会です。 

 

（3）夏休みの自由研究お助け隊 

【日時】7/27(水) 10:00～12:00 

【対象】小学 4 年生～中学 3 年生 

【定員】先着 10 名 

【申込】7/13(水)9:30～ 来館・電話にて 

【持ち物】お好きな筆記用具、記録用紙（模造紙、ノート、レポート用紙、画用紙等） 

【内容】自由研究テーマの決め方や調べ方について学ぶ講座です。 

 

（4）夏休み親子点字体験教室 

【日時】7/29(金) 10:00～11:30 

【対象】小学生とその保護者 

【定員】先着 15 組 

【申込】7/17(日)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】鶴舞中央図書館点字文庫職員、点訳ボランティア 

【内容】点字について・点字を使用する視覚障碍者について・点字体験 等 

 



（5）コピーライターが教える！「伝わる」POP のつくり方 

【日時】7/30(土) 14:00～15:30 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 12 名 

【申込】7/16(日)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】つかもとちあき氏 

【持ち物】お好きな筆記用具、ハサミ 

【内容】『はらぺこあおむし』を読んで、その魅力を伝える POP を作ります。 

出来上がった POP は、志段味図書館の書架で紹介します。 

 

（6）トークイベント「瀬戸で出版社はじめました」～『まちをあるく、瀬戸でつながる』が 

  できるまで～ 

【日時】8/3(水) 15:00～16:30 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 24 名 

【申込】7/20(水)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】南慎太郎氏 

【内容】今年 3 月に「ヒトツチ出版社」を立ち上げ、『まちをあるく、瀬戸でつながる』 

を出版された南さんに、出版への思いを伺います。 

 

（7）「読むのが苦手、漢字がおぼえられない」には理由があった！相談会 

【日時】8/6（土) ①14:00～15:00 ②15:00～16:00 ③16:00～17:00 

【対象】小学生（保護者・家族同伴、保護者のみ参加も可） 

【定員】各回 4 組 

【申込】7/23(土)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】ディスレクシア協会名古屋担当者 

【内容】小学生を対象に“よみかき”や“学習”などの相談をお受けします。 

 

 

（8）3 年後の自分のために！今すぐできるフレイルテスト「傾向と対策」 

【日時】8/7（日) 10:00～11:00 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 20 名 

【申込】7/24(日)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】作業療法士 佐藤英人氏 

 

 

 



（9）ちかこさんのお手話べり会～簡単な手話をおぼえて、おしゃべりしてみませ 

んか？～ 

【日時】8/7（日) 13:30～14:30 

【対象】手話に興味のある方（お子様同伴可） 

【定員】先着 24 名 

【申込】7/31(日)9:30～ 来館・電話・FAX にて 

【内容】手話をつかったり、手話が出来なくても手や表情で自分の伝えたいことを 

表現してみます。 

【講師】ちかこ氏 

 

（10）POP の達人が教える読書感想文の書き方 

【日時】8/18（木) 13:30～16:30 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 24 名 

【申込】8/4(木)9:30～ 来館・電話にて 

【内容】書店ＰＯＰの達人が、読書感想文の書き方を指南します。 

【持ち物】読書感想文を書きたい本（事前に読んで、心に残ったページに紙を 

はさんでおいてください。何か所でも OK です。）、筆記用具 

【講師】川口諭美氏 

 

（11）子ども向け 認知症サポーター養成講座 

【日時】8/19（金) 14:00～15:30 

【対象】小学 4 年生～中学 3 年生（保護者同伴可） 

【定員】先着 24 名 

【申込】8/5(金)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】介護福祉士 太田幸恵氏 

【内容】認知症サポーターとは、認知症の人を応援する人です。認知症の正しい 

知識をもって、自分になにができるか考えてみましょう。 

 

（12）メディアドクター研究会 in しだみ 「ネットで見た」っていうけど、大丈夫？ 

【日時】8/21（日) 10:00～11:30 

【対象】どなたでも（特にスマホを使われている方） 

【定員】先着 24 名 

【申込】8/7(日)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】佐藤正惠氏 

【内容】医療や健康に関する記事を読み比べて、信頼できる情報についてまなび 

ましょう。 

 



（13）志段味図書館・がん哲学外来メディカルカフェシャチホコ記念共催 

   みんなのがん教室 第 5 回 わたしもがん患者になりました③大人 

【日時】8/21（日) 14:00～15:30 

【対象】どなたでも 

【定員】先着 20 名 

【申込】8/7(日)9:30～ 来館・電話にて 

【講師】金井愛氏 

【内容】全 12 回の連続講座の第 5 回です。 

 

 


