どんぐりどんぐり
降矢なな／さく 福音館書店
内容
母さんりすがどんぐり拾いにでかけま
す。落ち葉の中、石の上、木の根元、見つ
けては背負いかごに入れていきますが、転
んでどんぐりが飛び出してしまいました。
５つ拾ったら家族に１つずつ。おうちに帰
って「いただきまーす」。
コメント
りすの指さす先に、背景と異なるタッチ
でどんぐりが描かれ、自然に目が行くよ
うになっています。
「ひとーつ」
「ふたー
つ」と、一緒に数える楽しみがあります。

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

受付中
（おひとりいずれか 1 回）

12 月 1 日(木) 午前 10：30～10：50
12 月９日(金) 午前 10：30～10：50
12 月 23 日(金)
午前 10：30～10：50

受付開始日 11 月 15 日（火）
（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
11 月 ５日(土) 午後 2：30～3：00
12 日(土) 午後 2：30～3：00
19 日(土) 午後 2：30～3：00
26 日(土) 午後 2：30～3：00

定員 10 名(当日先着順)

祝日のおはなし会
３さいくらい～小学生 定員 10 名(当日先着順)
すこし小さいお子さんから楽しめる会です。パパやママとどうぞ。
参加した方には小さなおみやげがあります。
11 月 3 日（木・祝）午前 11：00～11：30

場所 志段味図書館
（1）あかちゃんからのおはなし会
【日時】①11/24(木) 10:30～10:50
②12/8(木) 10:30～10:50
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】各回先着 5 組
【申込】①11/10(木)②12/1(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】12/1(木) 13:00～13:20
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】11/24(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】12/10(土) 14:00～14:40
【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】12/3(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）Let’s enjoy English!
【日時】12/11(日) 10:30～10:50
【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組
【申込】12/4(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】洋書絵本のよみきかせ、英語の手遊びなど。
（5）こどもの聞く力を育てるおはなし会
【日時】12/24(土) 14:00～14:30
【対象】4～6 歳までのお子さまと保護者
【定員】先着 10 組
【申込】12/10(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】オリジナル紙芝居の読み聞かせや簡単な工作などを通じて、子どもの
「聞く力」を育む読み聞かせ会です。
【講師】大野光代氏・伊藤琴恵氏

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
ちくちく手づくりの会「やきいも」
お子さんが遊べるおもちゃを手縫いで作る大人向け講座です。
託児はありませんが、お子さん連れでも参加できます。
11 月 24 日（木）午前 10：00～12：00
対象・定員：一般 12 名（幼児の同伴可）
持ち物：布が切れるはさみ、針、糸（木綿の白・黒）
申込：11 月 11 日（金）午前 10：30～（窓口または電話にて 先着順）

開館 50 周年記念
守山区歴史ナゾとき講座「どうして？矢田川の形が変わったワケ」
デジタル地図データで地形の変化を体感できるジュニア向けの郷土史
講座です。おうちのかたと一緒の参加も歓迎します。
11 月 26 日（土）午前 10：00～11：30
対象・定員：小学 5 年生～中学 3 年生 20 名（保護者の同伴可）
申込：11 月 12 日（土）午前 10：30～（電話または窓口にて 先着順）

場所

志段味図書館

★特別整理休館のお知らせ
11/14（月）～11/18（金）は、蔵書点検のため休館となります。
（1）志段味図書館フードドライブ（申込不要）
【日時】①11/12（土) ②12/10（土） 各日 9:30～12:00
【会場】志段味図書館 1 階
【内容】ご家庭に手付かずの食品がありましたら、お持ち下さい。
賞味期限等、詳細はチラシをご覧ください。
（2）しだみとしょかん子育ておしゃべり広場
【日時】①11/25(金) ②12/14（水） 各日 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】①11/11(金) ②11/30（水） いずれも 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。
（3）きょうからはじめるフレイル予防
【日時】12/4(日) 10:00～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 8 名
【申込】11/20(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）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】12/4（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】11/27(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）志段味みんなの保健室
【日時】12/6(火) 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】11/29(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】大野美鈴氏（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。
（6）しだみ図書館母親学級 第 4 回「赤ちゃんのホームケア（アロマを使った感染症
予防）」
【日時】12/7(水) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】11/23(水・祝) 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？
（7）認知症サポーター養成講座
【日時】12/14(水) 14:00～15:30
【対象】どなたでも
【定員】24 名（先着順）
【申込】11/30(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】認知症サポーターキャラバンメイト
【内容】認知症について、基本的なことをわかりやすくご説明します。
参加された方には、サポーターの証し「オレンジリング」をお渡しします。

（8）第 7 回しだみ読書会 ビブリオバトル
【日時】12/17(土) 14:00～15:30
【対象】高校生以上
【定員】出場者：5 名、観戦者：25 名（先着順）
【申込】11/26(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】西尾雅昭氏（ファシリテーター）
【内容】出場者はイチオシ本を 5 分間で紹介します。観戦者は、一番読みたくなった
本に投票し、最も多く票を集めた本が「チャンプ本」に輝きます。

