たべたのだーれだ？
たむらしげる／さく 福音館書店
内容
チーズをたべたの、だーれだ？チーズ
のあいた穴から、ねずみの顔がのぞいてい
ます。ページをめくると現れたのは、４匹
のねずみたち。穴から覗く動物を当てる、
楽しさのある絵本です。
コメント
「だーれだ？」のページは白地でシンプ
ルですが、動物が現れる答えの場面は、
とてもカラフル。表紙の答えは、裏表紙
にあります。

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。
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）

11 月 11 日(金） 午前 10：30～10：50
11 月 25 日(金) 午前 10：30～10：50

受付開始日 10 月 15 日（土）
（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
10 月 1 日(土) 午後 2：30～3：00
８日(土) 午後 2：30～3：00
15 日(土) 午後 2：30～3：00
22 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】①10/27(木) 10:30～10:50
②11/10(木) 10:30～10:50
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】各回先着 5 組
【申込】①10/20(木)②11/3(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】11/3(木) 13:00～13:20
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】10/27(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】11/12(土) 14:00～14:40
【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】11/5(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）秋のスペシャルおはなし会
【日時】10/29(土) 14:00～14:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組
【申込】10/22(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】秋らしい内容のおはなし会です。

（5）第 6 回しだみ図書館まつり あかちゃんからのおはなし会
【日時】11/20(日) 10:00～10:20
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】各先着 5 組
【申込】11/6(日)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
（6）第 6 回しだみ図書館まつり 耳でたのしむおはなし会
【日時】11/20(日) ①10:30～11:00 ②11:10～11:40
【対象】幼児～一般
【定員】各回先着 5 組
【申込】11/6(日)9:30～来館又は電話にて
【内容】絵本や紙芝居などを使わず、耳で聞いてたのしむおはなし会です。
※①と②でおはなしが変わります。
（7）第 6 回しだみ図書館まつり モリスちゃんのおはなし会
【日時】11/20(日) 14:00～14:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 10 組
【申込】11/6(日)9:30～来館又は電話にて
【内容】モリスちゃんと一緒のおはなし会です。
（8）なんぺいさんの紙芝居や人形おどりとフラダンスのおたのしみ
【日時】11/23(水・祝) 10:30～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 20 名
【申込】11/6(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】南平氏（元アニメーター）
【内容】元アニメーターの南平さんによる、にぎやかなおはなし会です。
（9）しゅわしゅわおはなし会
【日時】11/23(水・祝) 13:30～14:00
【対象】初心者～（日本語あり）
【定員】先着 30 名
【申込】11/6(水)9:30～ 来館・電話・FAX にて
【講師】ちかこ氏
【内容】①手話による絵本のよみきかせ②手話をおぼえよう

（10）しゅわしゅわおはなし会 第二部 デフリンピック 2022 報告会（手話通訳あり）
【日時】11/23(水・祝) 14:15～15:15
【対象】どなたでも（手話通訳あり）
【定員】先着 30 名
【申込】11/6(水)9:30～ 来館・電話・FAX にて
【講師】野呂啓氏（一般社団法人日本ろう者サッカー協会会長）
【内容】第 24 回夏季デフリンピックの報告会です。
（11）大人もたのしめる 英語でおはなし会
【日時】11/23(水・祝) 16:00～16:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組
【申込】11/6(日)9:30～来館又は電話にて
【内容】洋書絵本の読み聞かせ・英語の手遊びなど

その他のお知らせ
場所

守山図書館

なごやっ子読書月間記念展示「はしれ！どくしょ電車」
好きな本を客車の形の紙に書いてもらい、掲出します。
募集期間：10 月 22 日（土）～11 月 17 日（木）
展示期間：11 月 30 日（水）午後７：00 まで
守山図書館開館 50 周年記念「子ども図書館長募集！」
おすすめ本棚の作成など、図書館の仕事を体験していただきます。
11 月 12 日（土）・19 日（土）午前 10：00～11：30
対象・定員：小学生 各日 1 名 （定員を超えた場合は抽選）
申込：10 月 22 日（土）午前 10：30～29 日（土）午後 5：00
おすすめ本 3 冊を決めて、窓口または電話（052-793-6288）へ
30 日（日）に、当選者にのみ電話連絡します。
なごやっ子読書月間記念工作会「ストローで作るアクロバット人形」
まがるストローを使って紙人形がくるくるまわるおもちゃを作ります。
10 月 29 日(土) 午後 2：30～3：00
対象・定員：幼児・小学生 10 名程度（幼児は保護者同伴）
申込：当日先着順（10 分前から会場で受付）

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）燻製講座
【日時】10/30（日) 14:30～15:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】10/16(日)9:30～ 来館・電話にて
【費用】500 円
【持ち物】持ち帰り用のタッパー
【講師】小林英孝氏（cafe ＆mini bar ろうへるん）
【内容】初心者でもできる燻製の作り方を教えていただきます。
（当日の材料：ベーコン・チーズ・ピーナッツ・うずらたまご）
（2）しだみ図書館母親学級 第 3 回「お腹の赤ちゃんとのコミュニケーション」
【日時】11/2(水) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】10/19(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？
（3）きょうからはじめるフレイル予防
【日時】11/6(日) 10:00～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 8 名
【申込】10/23(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。
（4）志段味みんなの保健室
【日時】11/6(日) 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】10/30(日)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。
（5）学校図書館トークイベント～学校司書として地域とつながる～
【日時】11/5(土) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】10/22(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】みちねこ氏（高校図書館司書）
【内容】You Tube やワークショップなどで本と人とをつなげる活動をしている
みちねこ氏にお話をうかがいます。
（6）「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】11/5（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】10/22(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】ディスレクシア協会名古屋 よしだやすえ氏他
【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。
（7）スマホの相談会
【日時】11/9(水) 14:00～15:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 10 名
【申込】11/2(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。
（7）第 6 回しだみ図書館まつり しだみ一箱古本市 出店者募集
【日時】11/20(日) 10:00～16:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 6 組
【申込】10/20(木)9:30～ 来館・電話にて
【会場】志段味図書館 玄関前広場（雨天時は図書館内）
【出店面積】幅 180 センチ、奥行 160 センチ（館内開催時は縮小）
※詳細はチラシをご覧ください。

（9）「エントリーシート」＆「小論文」添削指導
【日時】11/26(土) ①エントリーシート 13:30～15:00 ②小論文 15:30～17:00
【対象】どなたでも
【定員】各部 5 名
【申込】11/5(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】つかもとちあき氏
【内容】心に留まるエントリーシートの書き方、意見を伝えやすくする小論文のつく
り方を指導します。
※事前（11 月 19 日まで）にエントリーシートまたは小論文の提出が必要
です。詳しくは、チラシをご覧ください。
（10）女性のための東洋医学入門（全 4 回）第 2 回「生理痛・月経不順とツボ療法」
【日時】11/27（日） 10:00～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】11/6（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。
（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 8 回「がんのことはどこに相談すればいいの？」
【日時】11/27（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】11/6(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】森下祐一氏（愛知医科大学病院がん相談支援センター）
【内容】全 12 回の連続講座の第 8 回です。
（12）マタニティヨガ教室
【日時】①11/29(火) 10:00～11:00（託児なし）
②12/13（火） 10:00～11:00（託児なし）
【対象】女性の方どなたでも
【定員】各回先着 6 名
【申込】全回 11/8(火)9:30～ 来館・電話にて
【持ち物】バスタオル・タオル
【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。

（13）講座・推理小説の歴史
【日時】12/3(土) 14:00～16:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】11/5(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】千澤のり子氏（作家・ミステリ評論家）
【内容】千澤先生に、推理小説の基礎となる歴史についてお話しいただきます。

