かにこちゃん
きしだえりこ／さく
ほりうちせいいち／え くもん出版
内容
「おはよう おひさま おはよう かに
こちゃん」。シオマネキの「かにこちゃん」
を主人公に、朝日がのぼり夕日が沈むまで
の、海辺の一日を描いています。
コメント
小さな絵本ですが、ダイナミックな絵で
夕日の場面は息をのむ美しさ。文もリズ
ミカルで、たのしいオノマトペがいっぱ
いです。

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。
９月１日（木） 午前 10：30～10：50
９月９日(金）午前 10：30～10：50
10 月６日（木）午前 10：30～10：50
10 月 14 日(金） 午前 10：30～10：50
10 月 28 日(金) 午前 10：30～10：50

受付中
（おひとりいずれか 1 回）
受付開始日 ９月 15 日（木）
（おひとりいずれか 1 回）

幼児・小学生と保護者の方向けおはなし会
９月 ３日(土) 午後 2：30～3：00
10 日(土) 午後 2：30～3：00
17 日(土) 午後 2：30～3：00
24 日(土) 午後 2：30～3：00

定員 10 名(当日先着順)

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】①9/22(木) 10:30～10:50
②10/13(木) 10:30～10:50
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】各先着 5 組
【申込】①9/15(木)②10/6(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】10/6(木) 13:00～13:20
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】9/29(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】10/8(土) 14:00～14:40
【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】10/1(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）からだせんせいおはなし会「ち と しんぞう」
【日時】10/16(日) 10:30～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】10/2(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】からだについてのおはなし会です。

その他のお知らせ
場所

守山図書館

開館 50 周年記念「守山図書館の思い出の木をつくろう」
ジャックがまいたまほうの豆が、みなさんがが思いを書いてくださった
葉っぱで、３階までとどく、大きな木になりました。階段の踊り場には、
開館当時の写真も掲示しています。どうぞご覧ください。
（葉っぱの募集は終了しています）
展示期間：９月 15 日（木）午後７：00 まで

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）女性のための東洋医学入門（全 4 回）第 1 回「東洋医学入門と健康ツボ療法」
【日時】9/25（日） 10:00～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】9/11（日）9:30～ 来館・電話にて
【講師】大島直也氏（大島治療院代表）
【内容】東洋医学について、鍼灸師でもある講師がわかりやすくお伝えします。
（2）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 6 回「大切な家族ががんになった？！」
【日時】9/25（日) 14:00～15:30（講演会 約 30 分、交流会 約 60 分）
【対象】どなたでも
【定員】先着 20 名
【申込】9/11(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】彦田家のみなさん
【内容】全 12 回の連続講座の第 6 回です。

（3）平和を考えるトークイベント「新聞記者 藤えりかさんと考える平和～『「ナパーム
弾の少女」五十年の物語』の取材・執筆を通して」
【日時】9/27（火) 15:00～16:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】9/13(火)9:30～ 来館・電話にて
【講師】藤えりか氏（朝日新聞記者）
【内容】新聞記者の藤えりかさんをお招きし、平和について考えます。
（4）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】10/2（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 12 名
【申込】9/25(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
（5）しだみ図書館母親学級 第 2 回「妊娠の仕組みを知ろう。妊娠中の身体の変化」
【日時】10/5(水) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】9/21(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】助産師ステーション「Ki☆mama style」
【内容】妊娠・出産・子育てのテーマについて、地域で活動中の助産師チームと
一緒に学びませんか？
（6）志段味みんなの保健室
【日時】10/7(金) 14:00～17:00（時間内入退室自由）
【対象】どなたでも
【定員】なし
【申込】9/30(金)9:30～ 来館・電話にて
【講師】おおのみすず氏（インディペンデント看護師）
【内容】健康のこと、人間関係のこと、子育てのこと、進路のこと…こころの荷物が
重たく感じられたら、訪ねてきてください。

（7）きょうからはじめるフレイル予防
【日時】10/9(日) 10:00～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 8 名
【申込】9/25(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】佐藤英人氏（作業療法士）
【内容】年齢を重ねることによる不安について、ベテラン作業療法士がアドバイス
します。
（8）犬飼愛生さんトークイベント「甘いケーキだけ刺してりゃいい人生ならば詩人に
はなっていない」
【日時】10/15(土) 15:00～16:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】10/1(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】犬飼愛生氏（詩人）
【内容】現代詩のホープとして活躍されている詩人・犬飼愛生さんにお話を伺い
ます。
（9）しだみとしょかんおしゃべり広場
【日時】10/19(水) 10:00～11:30
【対象】どなたでも（お子様同伴可）
【定員】先着 12 名
【申込】10/5(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】大森保育園エリア支援保育所 保育士・保健師
【内容】子育ての中のいろいろなこと、おしゃべりしにきませんか。
（10）スマホの相談会
【日時】10/12(水) 14:00～15:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 10 名
【申込】10/5(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】au ショップ守山吉根店スタッフ
【内容】スマホの「困った！」についての相談会です。

（11）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 7 回「緩和ケアってなんですか？」
【日時】10/16（日) 14:00～15:30（講演会 約 30 分、交流会 約 60 分）
【対象】どなたでも
【定員】先着 20 名
【申込】10/2(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】下山理史氏（愛知県がんセンター緩和ケアセンター緩和ケア部）
【内容】全 12 回の連続講座の第 7 回です。
（12）第 3 回しだみ・こどもの本サロン
元こぐま社編集長・関谷裕子さんトークイベント「昔話をこどもたちへ」
【日時】10/22(土) 10:30～12:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 30 名
【申込】10/8(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】関谷裕子氏（元こぐま社編集長）
【内容】元こぐま社編集長の関谷裕子氏をお迎えし、「子どもに語るシリーズ」など
の編集秘話を伺います。
（13）人気作家が教える物語のつくりかた
【日時】10/22(土) 14:00～16:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 15 名
【申込】10/8(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】太田忠司氏（作家）
【内容】人気作家の太田忠司先生にショートショート（短い物語）のつくり方を教わっ
たうえで、実際に物語を書いてみるイベントです。
※昨年の 4 月・10 月に開催した講座と同じ内容です。

