
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

7 金 ととけっこおはなし会 11：00～11：20 親子で一緒にわらべ歌遊び 先着20組

8 土 子ども映画会 10：00～ 『忍たま乱太郎の宇宙大冒険　火星の段』 ほか 先着10組

11：30～ 『忍たま乱太郎の宇宙大冒険　火星の段』 ほか 先着10組

9・16 日 おはなし会 14：30～15：00 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

15 土 まめまめわらべうたの会 11：00～11：20 親子で一緒にわらべうた遊び 先着20名

22 土 としょかんおはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

23 日 ととけっこおはなし会 11：00～11：20 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20組

23 日 外国絵本の読み聞かせ 14：00～14：30 原書絵本をつかったおはなし会 先着20名

1・15 土 おはなし会「たーたか」 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・紙芝居・手遊び ほか 自由参加

9 日 おはなし会「コロボックル」 10：30～10：50 絵本の読み聞かせ ほか 先着40名

11：00～11：30 『魔法のかさ』（おはなし） ほか 先着40名

2 日 おはなしかいケロケロ 11：00～11：20 おはなし・絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

8 土 こどもえいがかい 14：00～ 『レスキューせんエリアスと海ではたらく仲間たち』 自由参加

22 土 おはなしかい 11：00～11：30
おはなしと絵本の読み聞かせ
『ヒヨコとネコ』（おはなし） ほか

自由参加

22 土 ぴよぴよおはなしかい 10：30～
おはなしと絵本の読み聞かせ
『くだもの』（えほん） ほか

自由参加

15 土 おはなし会(※幼児向け) 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

9 日 おはなし会(※幼児・児童向け) 15：30～16：00 おはなし会 自由参加

25 火 おひざでだっこのおはなし会(※乳幼児向け) 10：30～10：50 おはなし会 自由参加

8 土 おはなし会(※幼児・児童向け) 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

15 土 おはなし会(※幼児向け) 10：30～11：30 おはなし会 自由参加

20 木 おはなし会(※乳幼児向け) 10：30～11：00 おはなし会 自由参加

毎週 土 えほんのじかん 14：30～14：45 おはなしや絵本の読み語り（10～15分程度） 自由参加

毎週 土 おはなし会 11：00～11：15 絵本の読み語り・紙芝居ほか（10～15分程度） 自由参加

8・22 土 おはなし会 10：30～10：45 おはなしや絵本の読み語り（10～15分程度） 自由参加

高島市立マキノ図書館

高島市立今津図書館

高島市立朽木図書サロン

高島市立高島図書室

高島市立新旭図書室

東近江市立八日市図書館

東近江市立永源寺図書館

東近江市立愛東図書館

        県内児童図書関係行事予定表（2020年8月） 

大津市立図書館

大津市立北図書館

大津市立和邇図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご注意ください！！

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、県は「主催するイベント開催の考え方と開催時の対策」を2月25日に
決定しました。それに従い、県立図書館主催のイベントについては、当面の間は休止・もしくは延期とさせていただいていま
すが、県内市町立図書館主催のイベントについても同様の可能性がございますので、開催状況については、各館まで直接
お問い合わせください。



毎週 土 おはなしタイム（※3歳児以上が対象） 14：30～14：15 おはなし会（10～15分程度） 自由参加

23 日 ライブラリーシアター子ども向け 14：00～ 『ファンタジア』（117分) 定員15名

1・15 土 おはなし会 11：00～11：15 絵本の読み語り・紙芝居 ほか（10～15分程度） 自由参加

30 日 こどもえいが会 10：30～ 『ドラえもんのび太のパラレル西遊記』（93分） 自由参加

1・8 土 おはなしの森 11：00～11：15 絵本の読みがたり　ほか（10～15分程度） 自由参加

22 土 もこもこおはなし会 10：30～11：00
ボランティアグループによる
絵本の読みがたり ほか

自由参加

8 土 てんとうむしの紙芝居 15：30～16：00 おはなしボランティアグループによる紙芝居です。 自由参加

15・22 土 おはなし会 14：30～14：15 絵本の読みがたり ほか（10～15分程度） 自由参加

29

日野町立図書館
毎週 土 おはなし会 10：30～11：00 絵本・紙芝居・おはなし・手遊び 自由参加

22 土 おひざでだっこのおはなし会 11：15～11：45 絵本・手遊び・わらべうた ほか 自由参加

(※3歳までのお子さんとその保護者対象)

1・8 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ 先着6名

6 木 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 手あそびや赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか 先着6名

（※3歳未満の子どもとその保護者対象）

15 土 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 手あそびや赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか 先着6名

（※3歳未満の子どもとその保護者対象）

6 木 工作教室 10：30～12：00 工作：くうちゅうすいぞくかん 先着8名ずつ

（※小学生対象） 14：00～15：30 （※持ち物：筆記用具）

2 日 夏休み科学教室 13：30～ 工作（ベンハムのこま） ほか 申込制15名

（※小学校3年生以下は保護者同伴）
（※持ち物：ホチキス・はさみ・黒の名前ペン・15cm
定規）

8 土 おはなし会 11：00～ 絵本のよみきかせ 自由参加

21 金 ぴよぴよひよこのおはなし会 11：00～ 絵本のよみきかせ 自由参加

（※0・1・2歳の赤ちゃん向け）

滋賀県立図書館
～9/3 / 夏展示「戦争」「こわい話」「お助け本」 開館時間中 戦争・こわい話・宿題のお助けになる本を 自由参加

集めました。

上記以外の図書館は、新型コロナウィルス感染症対策により、読み聞かせの会やおはなし会ほかは、しばらくの間休止。

豊郷町立図書館

甲良町立図書館

竜王町立図書館

東近江市立蒲生図書館

東近江市立湖東図書館

東近江市立能登川図書館

東近江市立五個荘図書館


