
7月 21日（土）～（なくなり次第終了） 
「本のはてなパック」貸し出します！ 

対象：図書館の本を貸出できる方 

 

図書館全スタッフが、それぞれテーマ 

にそって選んだおすすめの本が１～３冊 

入っている本の福袋！ 
 

あすなろ保育園（℡076-246-0211） 

  

  

 

7月・8月 

 

平成 30年度 ののいち子ども読書の日関連事業 

子育て支援センター 

 

児童館・公民館 

 

7月 1日（日）～31日（火） 
「子どもの本回収 BOX」設置 
時間：8：30～17：15 対象：子ども向けの本 

来年度の古本市に出品いたします！ 
 

野々市市保健センター（℡076-248-3511） 

7月 23日（月） 
「おはなし会リレー」 
時間：10：30～15：00 
対象：幼児～小学生 
おはなしサポーターによる、リレー形式のおはなし会です。 

子どもから大人まで楽しめるおはなし会になっています 

ので、皆さんのご参加をお待ちしております♪ 

「朗読会～世にも奇妙なフシギな世界～」 

時間：19：00～20：00 
対象：大人向け 
おはなしサポーターによる、朗読会を開催します。 

怪談話や奇妙なお話などを朗読します。 

ゆったりとした心と耳で朗読をお楽しみください。 

学びの杜ののいちカレード 野々市市立図書館（℡076-248-8099） 

 
≪スケジュール≫ 
7月 23日（月）①10：30～②11：30～ 

③14：00～④15：00～ 

 

７月２４日（火） 

時間：11：00～  対象：0～2歳児 

「サマーライブラリー『お誕生会』」 

お誕生会と合わせてお話などを行います！一緒にお祝いして楽しみましょう♪ 

７月 9日(月)  

時間：10：30～11：00  対象：未就園児 

「お話の会」 講師の先生による手あそび、ふれあいあそび、読み聞かせで

す！ 

子育て支援センターふじひら（℡076-246-1181） 

 

押野公民館（℡076-248-2839） 

 

つばきの郷児童館（℡076-248-2111） 

 

富奥防災コミュニティセンター【和室】（℡076-248-0829） 

 

ふじひら児童館（℡076-214-6125） 

 

郷公民館（℡076-248-0250） 

 

野々市市押野児童館（℡076-248-9666） 

 

本町児童館（℡076-246-3881） 

 

▼ 
▼ 

▼ ▼ 7月 19日（木） 
「なかよしの日（園開放）」 
時間：10：00～11：30 対象：未就園児親子  

未就園親子と保育園児（0、1歳児）が一緒に

遊び、その後おはなし会に参加できます♪ 

 

▼ 

子育て支援センターエンジェル（℡076-248-2888） 

７月 12日(木)  ※要申込 

時間：9：00～11：30  対象：未就園児 

「絵本貸し出し」 

絵本の貸し出しの日に合わせて 0歳児～2歳児に

人気のある絵本の読み聞かせと紹介をします♪ 

▼ ７月２６日(木)  ※要申込 

時間：10：00～11：00  対象：未就園児 

「親子でふれあいタイム♪」 

親子で触れ合える遊びの紹介と共に絵本の読み聞かせ

と子どもに人気の季節感のある絵本の紹介をします！ 

▼ 

７月 27日(金) 

時間：11：00～11：30  対象：未就園児親子 

「お話の日プレミアム」 

ボランティアさんによる読み聞かせ、ふれあいあそびや手遊び、

ハーモニカによる演奏などもあり、盛り沢山のイベントです♪ 

▼ 

子育て支援センター菅原（℡076-248-4634） 

７月 6日、13日、20日(金) 

時間：11：00～11：30  対象：未就園児親子 

「お話の日」 

手遊びや季節の歌を混じえながら、絵本や紙芝

居の読み聞かせをします！ 

▼ 

７月 10日(火) 

時間：11：00～  対象：0～2歳児 

「サマーライブラリー『お話ルーム』」 ボランティアさんによる絵本の読み聞かせです！ 

子育て支援センターはくさん（℡076-248-4337） 

 ▼ ７月１７日（火） 

時間：11：00～  対象：0～2歳児 

「サマーライブラリー」 暑い夏に涼しくなるお話をします♪ 

 

▼ 
▼ 【開放日】毎週（月）～（金） 

時間：11：45～  対象：0～2歳児 

「ほっとタイム」 

絵本、歌遊び、わらべを日替わりでほっと一息ついてください😊 

 

▼ 

７月 20日(金) ※要申込 

時間：10：30～11：30 対象：未就園児 

「絵本コンサート」 すてきなピアノと楽しいお話の会です！ 

▼ ▼ ７月 13日(金) ※要申込 

時間：10：30～12：00 対象：未就園児 

「絵本と夏野菜クッキング」 夏野菜の食育と楽しいお話です！ 

▼ 8月 20日(月)  

時間：10：30～11：00 対象：未就園児 

「お話の会」 親子のふれあいの楽しい時間です！ 

▼ 

子育て支援センター和光（℡076-272-8405） 

 ７月 2日(月)～３１日（火） 

時間：9：00～14：00  対象：未就学親子 

「おススメ絵本紹介展示」 

年齢別のおすすめ絵本一覧を貼りだします！ 

▼ ７月 2日(月)～ 

時間：9：00～14：00  対象：未就学親子 

「スタンプラリー」 

スタンプラリーカードのミッションを３つクリアしたら景品がもらえる！景品がなくなり次第終了です💦 

▼ ７月半ば～ 

時間：9：00～14：00  対象：未就学親子 

「めざせ！絵本王！」スタンプラリー終了後から開始！親子で絵本を読むことを楽しんでもらいます！カードに

読 

▼ ７月２３日（月） 

時間：11：00～  対象：未就学親子 

「お話の日」 

親子で絵本の読み聞かせに参加できます

 

▼ 

子育て支援ひろばあおぞら（℡076-246-3320） 

 

７月 2日(月)～３１日（火） 

時間：開放時間随時（9：00～）  対象：未就園児親子 

「おすすめ絵本の貸出」 

保育士おすすめの絵本の貸出をします！おうちでゆっくり楽しんでください♪ 

▼ 
７月 9日(月)～３１日（火） 

時間：開放時間随時（9：00～）  対象：未就園児親子 

「おはなしあそび」 

絵本と繋がる手作りおもちゃがお部屋の中にありますよ！お子

さんとやりとりを楽しみながらあそびましょう♪ 

▼ ７月 23日(月) 

時間：10：30～11：00  対象：未就園児親子 

「おはなしはじまるよ♪」 

保育士による絵本の読み聞かせやパネルシアター、

手遊びをみんなで一緒に楽しみましょう！ 

▼ 

8月 2日(木)  

時間：10：30～11：00  対象：だれでも 「夏だよ！おはなし会」 

▼ 7月 6日、13日、20日（金） 

時間：10：30～11：00  対象：未就学児親子 

「体操とお話」 

親子で体操や、絵本の読み聞かせをします♪ 

▼ 
7月 20日（金）～8月 31日（金） 

時間：いつでも  対象：小学生 

「いっぱい本を読んでみよう！」 

児童館の本、図書館からのおすすめの

本をたくさん読んでスタンプを集めよう！ 

▼ 

7月 26日(木)  

時間：10：30～11：30  対象：幼児、小学生 

「ぐりとぐらのお話会スペシャル」 

楽しいお話がいっぱいです！みんなきてね！ 

▼ 

7月 20日（金）～8月 31日（金） 

時間：いつでも  対象：だれでも 

「きまぐれお話し会」 

来館者の様子を見て、抜き打ちに絵本

の読み聞かせをします♪ 

▼ 

7月 23日(月)～8月 24日（金） 

時間：10：00～18：00  対象：幼児、小学生 

「お気に入りの本をみつけよう！」 

おすすめの本を展示します！たくさんの本の中から、 

みんなのお気に入りの本を見つけよう！ 

▼ 7月 23日(月)～8月 24日（金） 

時間：10：00～18：00  対象：小学生 

「おすすめの本新聞をつくろう！」 

お気に入りの本をみんなに紹介しよう！ 

▼ 
7月 14日(土)   

時間：13：00～13：45  対象：だれでも 

「おはなしのとびらスペシャル」 

毎月行っている「おはなしのとびら」のスペシャル

▼ 
7月 17日(火)～8月 10日（金）   

時間：9：00～18：00  対象：だれでも 

「みんなにおすすめ！！」 

自分が読んで面白かった本を友だちに紹

介する企画です！ 

▼ 

8月 18日(土) ※要申込（１０組限定） 

参加費:200円（親子一組） 

時間：10：30～11：30 対象：未就学児親子  

「親子で楽しむ すきすきえほん クッキングタイム」 
絵本を題材にクッキングで楽しみましょう♪ 

▼ 7月 10日(火)   

時間：10：30～11：00  対象：未就園児親子 

「おはなしホッとタイム スペシャル」 

絵本の読み聞かせやマリオネット、手あそびなどで

楽しみましょう♪ 

▼  7月 27日(金)   

時間：10：00～16：00  対象：だれでも 

「しおり製作」 

オリジナルのしおりを作りましょう♪ 

▼ ▼ 

女性センター（℡076-246-0810） 

８月２日(木)   

時間：10：00～1１：３0   

対象：小学生 

「バルンアートとおはなし会」 

▼ 7月 1日(日)～31日（火）   

時間：10：00～17：00  対象：だれでも 

「カレードのおすすめの絵本貸出コーナー」 

カレードの本の貸出ができます！ 

▼ ７月 26日(木)  ※要申込(20名) 

時間：10：00～11：30  対象：1～6年生 

学びのサポーターによる「おはなし会と紙

コップで作って遊ぼう」 

７月 31日(火)  ※要申込 

時間：15：00～15：30  対象：幼児小年生 

「こわ～いおはなし💀」 

こわいおはなしの絵本の 

読み聞かせをします！ 

支援センターアリス（℡076-294-2525） 

 ７月 1日(日)～31日（火）   

時間：10：30～14：00  対象：だれでも  

「おすすめ図書の展示」 

7月をテーマとする図書におすすめポイントのポ

ップを付けて展示します！ 

７月 1日(日)～31日（火）   

時間：10：30～14：00  対象：だれでも  

「おすすめ図書のおたより作成」 

年齢別のおすすめ図書のおたよりを配布します

♪ 

７月 1日(日)～31日（火）   

時間：10：30～14：00  対象：だれでも  

「絵本や紙芝居の読み聞かせ」 

利用者が多くいらした時間に室内の 1

角で読み聞かせをします！ 

▼ ▼ ▼ 

７月 21日(土)～8月 25日（土） 

時間：10：00～18：00  対象：小年生 

「『読書＆感想文』でポイントゲット！！」 

読書、感想文に取り組むとポイントが 

もらえます！ 

中央児童館（℡076-248-5325） 

▼ ▼ 

ぜんぶさんか
したいなぁ 


