
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

6・13 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

20

11 金 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

12 土 子ども映画会 10：30～11：19 『恐竜超世界　見えてきた！ホントの恐竜』 先着30名

（恐竜CG）

19 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組

26 土 としょかんおはなし会 14：30～15：00 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着30名

27 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

5・19 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

12 土 見聞(ミッキー）シネマ 14：00～15：10 ふるさと再生　日本のむかしばなし 先着40名

　母と娘の鬼退治 ほか

13 日 季節のおはなし会 11：00～11：30 季節にぴったりなお話をおとどけします 自由参加

6 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

12 土 こどもえいがかい 14：00～14：33 『ぴったんこ！ねこざかな④』 自由参加

26 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 自由参加

26 土 おはなしかい 11：00～11：30 おはなしと絵本の読み聞かせ 自由参加

『とけいじいさんのとけい』（おはなし） ほか

4・11 金 １組だけのちいちゃいちいちゃいおはなし 10：15～10：30 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制1組

メリーゴーランド(※0～2歳児とその保護者) 10：45～11：00 　　　　　　　　　〃 〃

9・16 水 １組だけのちいちゃいちいちゃいおはなし 10：15～10：30 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制1組

メリーゴーランド(※0～2歳児とその保護者) 10：45～11：00 　　　　　　　　　〃 〃

10 木 １組だけのちいちゃいちいちゃいおはなし 10：15～10：30 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 予約制1組

メリーゴーランド(※0～2歳児とその保護者) 10：45～11：00 　　　　　　　　　〃 〃

毎週 水 親子おはなし会 15：00～ 絵本の読みきかせ 先着7名

（※16日のみ15：30～） （※おひざにだっこは1名カウント）

12 土 えほんタイム 11：00～ 絵本の読み聞かせ（1～2冊）・絵本の紹介 先着15名

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

東近江市立永源寺図書館
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

12・26 土 おはなし会 10：30～10：45 おはなし会や絵本の読み語り（10～15分程度） 自由参加

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

27 日 ライブラリーシアター子ども向け 14：00～ 『まんが日本昔ばなし』（25分) 定員15名

        県内児童図書関係行事予定表（2020年9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。

近江八幡市立近江八幡図書館

守山市立図書館

栗東市立図書館

東近江市立八日市図書館

東近江市立愛東図書館

東近江市立能登川図書館



5・19 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

27 日 こどもえいが会 10：30～ 『きかんしゃトーマス』（22分） 自由参加

5・12 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

26 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 自由参加

読みがたり　ほか

12 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 自由参加

19・26 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

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

19 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)

3 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）

5・12 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ 先着6名

19 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）

19 土 くまさんといっしょのえほんのじかん（おはなしかい）10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・手あそび ほか 自由参加

（※3歳くらいからのお子さんとご家族）

4 金 ぴよぴよおはなし会（※乳幼児向け） 11：00～11：15 絵本の読み聞かせ ほか 先着申込3組

19 土 とことこおはなし会 11：00～11：15 絵本の読み聞かせ ほか 先着申込3組

6 日 絵本作家はっとりひろきさんワークショップ 13：30～ 工作“うちゅうフォトフレームをつくろう” 申込制30名

・おはなし会

（※持ち物：ふで・ハサミ・はぶらし

（使用済みで可））

12 土 おはなし会 11：00～ おはなし会 自由参加

18 金 ぴよぴよひよこのおはなし会 11：00～ おはなし会 自由参加

（※0・1・2歳の赤ちゃん向け）

滋賀県立図書館
2～17 / 展示「家族っていいな」 開館時間中 自由参加

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などは、しばらくの間休止

豊郷町立図書館

甲良町立図書館

東近江市立五個荘図書館

東近江市立蒲生図書館

東近江市立湖東図書館

竜王町立図書館

愛荘町立秦荘図書館


