
日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

5・12 日 ちいさなおはなしの時間 14：30～15：00 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20名

19

10 金 よちよちクラブ（※0～3歳向け） 11：00～11：20 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20組

11 土 子ども映画会 10：30～ 「わすれた森のヒナタ」 先着60名

18 土 よちよちわらべうたクラブ 11：00～11：20 親子で一緒にわらべ歌遊び 先着20組

18 土 おはなし会ホウホウ 17：00～17：30 ストーリー・テリングのおはなし会 先着20名

25 土 おはなしの時間 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 先着30名

26 日 よちよちクラブ（※0～3歳向け） 11：00～11：20 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 先着20組

26 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30名

4・18 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

19 日 おはなし会「コロボックル」 11：00～11：30 おはなし「かにかに、こそこそ」 ほか 自由参加

21 火 見聞（ミッキー）シネマ 14：00～15：45 「ベイマックス」 自由参加

11 土 こどもえいがかい 14：00～ 「ふるさと再生　日本の昔ばなし　『キジとカラス』 自由参加

ほか」

19 日 夏の怖いお話会 16：00～ 「茂吉のねこ」「指輪」「悪魔に引きさかれた花嫁」 自由参加

25 土 おはなし会 11：00～ おはなし「汽車のはなし」 ほか 自由参加

1 水 夏休み特別企画 

「英語で遊ぼう！絵本とわらべうた」

第1回（※対象小学1～3年生） 10：15～11：00 英語の絵本の読み聞かせとわらべうた 申込制20人

第2回（※対象小学1～3年生） 11：15～12：00 　　　　　　　　　　　〃 〃

2 木 夏休み特別企画 

「英語で遊ぼう！絵本とわらべうた」

第3回（※対象小学1～3年生） 10：15～11：00 英語の絵本の読み聞かせとわらべうた 申込制20人

4 土 戦争と平和のおはなし会 14：00～ 平和についての絵本ほかの読み聞かせ 自由参加

～平和に願いをこめて！～

4 土 夏の夕べのおはなし会（※対象中学生以上） 18：30～19：15 地域の昔話、世界の昔話、ちょっとこわいお話を 先着50人

「語り」で楽しみます。

18 土 むかしばなしを聞くつどい 14：00～ 昔話ほかを「語り」で行うおはなし会 自由参加

25 土 絵本を楽しむつどい 14：00～ 絵本の読み聞かせ・手遊び ほか 自由参加

テーマに沿って本を紹介

長浜市立図書館（全館共通）
～31 / ナツドク2018「夏をエンジョイ！ 開館時間中 図書館員が選んだ夏のオススメ本を集めた 自由参加

　～夏をたのしむ本、あつめました～」 コーナーを設置

～31 / 「長浜城H-1グランプリ2018」 開館時間中 「長浜城H-1グランプリ2018」（第8回自由研究 自由参加

（第8回自由研究コンクール） コンクール）に役立つ長浜市の歴史や人物に関す
る「ぼく・わたしが住んでいる地域の歴史や人物に 本・新聞の作り方や調べたことのまとめ方に関す
るついて」コーナー 図書を集めたコーナーを設置

1 水 わらべうたであそぼう 10：30～11：00 わらべうた・ふれあいあそび ほか 自由参加

4 土 すずめさんのおはなし会 11：00～11：30 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

5 日 「H-1グランプリ」自由研究相談室 10：00～12：00 「長浜城H-1グランプリ2018」（第8回自由研究 自由参加

コンクール）のための相談室

7 火 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着6人

15 水 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） 14：30～15：00 ほか

19 日 おはなし会 14：30～15：00 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

25 土 12の月さんのおはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

長浜市立長浜図書館

彦根市立図書館

        県内児童図書関係行事予定表（2018年8月） 

※予定行事の変更、申込の要件などございますので、各開催図書館まで直接お問い合わせください。

大津市立図書館　

大津市立北図書館

大津市立和邇図書館



日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

6 月 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着6人

10 金 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） ほか

11 土 夏のおはなし会 10：30～11：00 季節の絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

18 土 おもちゃ箱さんのおはなし会 10：30～11：00 おはなし・絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

6 月 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着6人

17 金 やぎゆげ夜のおはなし会 19：00～19：30 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

20 月 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） ほか

26 日 ひまわりさんのおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

～11 / 長浜城H-1グランプリ自由研究コンクール 開館時間中 昨年度の入賞作品を展示 自由参加

昨年度の優秀作品展示

4 土 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着4人

14 火 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） ほか

19 日 ちょっぴりこわ～いおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

4 土 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着4人

4 土 おはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

16 木 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） ほか

8 水 体験！子ども図書館員（※小学5・6年生対象） 10：00～15：00 図書館についての学習や業務の体験 申込要 先着6人

12 日 おはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・紙芝居 ほか 自由参加

25 土 はぐはぐおはなし会 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた・ふれあいあそび 自由参加

（※乳幼児と保護者） ほか
13～28 / 長浜城H-1グランプリ自由研究コンクール 開館時間中 昨年度の入賞作品を展示 自由参加

昨年度の優秀作品展示

11 土 おはなし会 演：近江八幡おはなし研究会

（※0～2歳） 10：00～ 絵本の読みきかせ・ストーリーテリング ほか 自由参加

（※3～5歳） 10：35～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

（※小学生以上） 11：30～ 　　　　　　　　　　　　　　〃 〃

15 水 おはなしメリーゴーランド 10：30～ 絵本の読みきかせ・手遊び ほか 自由参加

（※0～2歳児とその保護者）

24 金 こわ～いこわいおはなし会 18：00～ 絵本の読み聞かせ・ストリーテリング・館内 自由参加

ミステリーツアー ほか

3 金 絵本の時間 10：30～ 絵本の読みきかせ・手遊び ほか 自由参加

（※0～2歳児とその保護者）

18 土 おはなし会 演：安土おはなし童話クラブ 自由参加

（※3～5歳児とその保護者） 10：00～ 絵本の読みきかせ

（※小学生以上） 11：00～ 絵本の読み聞かせ・ストーリーテリング

長浜市立浅井図書館

長浜市立びわ図書館

長浜市立虎姫図書館

長浜市立湖北図書館

長浜市立高月図書館

近江八幡市立近江八幡図書館

近江八幡市立安土図書館



日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

2 木 ブックトークの会 10：30～12：00 テーマ別に各学年向きの本を紹介 自由参加

4 土 夕べのおはなし会（※小学生以上） 16：30～17：15 こわ～いおはなし・影絵 ほか 自由参加

4・18 土 おはなしのじかん 14：30～15：00 絵本の開き読み・紙芝居 ほか 自由参加

9 木 木ようおはなしのじかん（※赤ちゃん向け） 11：00～11：30 手あそび・絵本の開き読み ほか 自由参加

25 土 おはなし会 14：30～15：15 おはなし・大型絵本 ほか 自由参加

4・25 土 おはなしのじかん 14：30～15：00 絵本の開き読み・紙芝居 ほか 自由参加

5 日 夜のおはなし会（※小学校高学年以上） 18：30～19：15 怖いおはなし 自由参加

18 土 おはなし会 11：00～11：45 おはなし・大型絵本 ほか 自由参加

26 日 夏休み！図書館クイズラリー 10：00～19：00 本や図書館のクイズを出題 自由参加

1 水 水曜おはなし会（※4・5歳向け） 14：00～ 絵本の読み聞かせ 自由参加

4 土 おはなしタイム(※2歳まで) 10：30～ 手遊び・絵本の読みきかせ 自由参加

　　　　　　　　　(※3歳から) 11：00～               〃 〃

25 土 おはなし会 演：りっとうおはなしグループめるへん

（※幼児向け） 14：00～ おはなし・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

（※小学生向け） 15：00～ 　　　　　　　〃　　　　　　　　 〃

11 土 おはなしタイム 11：00～ 絵本の読みきかせ 自由参加

4 土 にこにこのじかん（※0歳～どなたでも） 10：30～10：50 おはなし会 自由参加

演：グループ「にこにこさん」

5 日 おはなし会 14：30～15：30 大型絵本の読み聞かせ・かみしばい・工作 ほか 自由参加

9・23 木 ちっちゃなおはなしの森（※0～3歳向け） 11：00～11：20　おはなし会 自由参加

12・26 日 おはなしの森 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・かみしばい 自由参加

19 日 えほんとおはなしのじかん　ずくぼんじょ 演：子ども・本・文化を考える会

第1部（※0・1・2歳向け） 10：10～10：30 おはなし・絵本の読み聞かせ 自由参加

第2部（※3・4・5歳向け） 10：40～11：00 　　　　　　　　〃 〃

第3部（※小学生向け） 11：10～11：40 　　　　　　　　〃 〃

5 日 きじっこおはなしかい（※幼児～小学生向け） 16：00～17：00 絵本の読み聞かせ ほかこわいおはなしの会 自由参加

演：グループ「ピッコロロ」

17 金 よっといでたいむ（※入園前のお子さん向け） 11：00～11：20 おひざにだっこのお話会。絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

25 土 よっといでたいむ（※幼児～小学生向け） 16：00～16：30 絵本の読み聞かせ ほかのおはなし会 自由参加

3 金 ちっちゃなかぜおはなしかい 11：00～11：30 演：グループ「ちっちゃなかぜ」 自由参加

（※入園前のお子さん向け） 手遊び・絵本の読み聞かせ ほか

4 土 子ども映画会 14：00～15：00 「ばけものづかい」「ねないこだれだ」 自由参加

18 土 ちっちゃなかぜおはなしかい 演：グループ「ちっちゃなかぜ」

（※4歳以上の幼児向け） 14：00～14：20 おはなし・絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

（※小学生向け） 14：30～15：00 　　　　　　　〃 〃

25 土 子ども映画会 14：00～15：00 「ねこざかな」「すいかのたね」 自由参加

26 日 おはなしの森（※幼児～小学生向け） 15：00～15：30 おはなし・絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

4 土 おはなしどんどんおはなし会 14：00～14：30 絵本の読みきかせ 自由参加

5 日 いちごじゃむ人形劇 10：30～11：00 演目未定　演：いちごじゃむ人形劇 自由参加

11 土 もものみおはなし会 11：00～11：30 絵本の読みきかせ・紙芝居 ほか　演：もものみ 自由参加

28 火 乳幼児おはなし広場（※0～2歳向け） 10：30～10：50 絵本の読みきかせ・紙芝居・手遊び ほか 自由参加

11：00～11：20 　　　　　　　　　　　　　〃 〃

湖南市立甲西図書館

湖南市立石部図書館　

栗東市立栗東西図書館

野洲図書館

守山市立図書館　

草津市立図書館

栗東市立図書館

草津市立南草津図書館

甲賀市水口図書館



日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

4 土 夏休み教室 10：30～12：00 夏休み教室 申込制15名

9 木 乳幼児おはなし広場（※0～2歳向け） 10：30～11：00 紙芝居・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

25 土 おはなしかい 14：00～14：30 紙芝居・絵本の読みきかせ ほか 自由参加

11 土 ちびっこ読書クラブ 14：00～15：00 おはなし・絵本・紙芝居 ほか　演：紙ふうせん 自由参加

18 土 夏休みおはなし工作会 14：00～15：00 夏休みおはなし工作会 申込制20名

25 土 紙ふうせんおはなし会 11：00～11：30 おはなし・絵本・紙芝居 ほか　演：紙ふうせん 自由参加

25 土 夏休みファミリーコンサート 14：00～15：00 夏休みファミリーコンサート 自由参加

26 日 日曜映画会 14：00～14：30 「すいかのたね」　こども向け　アニメ映画 自由参加

27 月 乳幼児向けおはなし会（※0～3歳向け） 11：00～11：30 絵本・紙芝居・手あそび ほか 自由参加

2 木 夏休み工作教室 13：00～15：00 夏休み工作教室 申込制20名

11 土 おはなしたいむ(※乳幼児向け) 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びほか 自由参加

19 日 ふるるえいがかい 11：00～11：25 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント 自由参加

☆NEXT」

25 土 おはなしたまてばこ　おはなしかい 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

3 金 おひざでだっこのおはなし会（※0～3歳向け） 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ・手遊び・おりがみ ほか 自由参加

18 土 となりにおいで 15：00～16：00 読み聞かせ（好きな本を読んでもらえる） 自由参加

19 日 夏休みエコロジー教室 10：30～11：30 工作やゲームで地球温暖化防止について 先着25名

学びます

25 土 定例おはなし会（※3歳～） 15：00～16：00 絵本の読み聞かせ・おりがみ ほか 自由参加

5 日 ブッククラブ「フェルトとスポンジで作るロールケーキ」 10：30～12：00 フェルトとスポンジを巻いてロールケーキを作る 申込制10名

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

5 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

12 日 オーロラをつくろう 11：00～12：00 ビンの中にきらきら光るオーロラをつくります。 申込要

28 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

2 木 夏休み工作教室「どっきり刀をつくろう！」 14：30～15：30 刃の部分が、押すと引っ込む不思議な刀を作る。 申込制10名

18 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

25 土 夏休み子ども映画会「大決戦！超ウルトラ8兄弟」 14：00～15：40 子ども向け映画の上映。 自由参加

～5 / 開館15周年記念しおりプレゼント 開館時間中 本を借りられた方に、サロン特製しおりを 自由参加

プレゼント。

～12 / ペンギンクイズ 開館時間中 図書館の本で調べて、答えるクイズ。正解者には 自由参加

プレゼントあり。

5 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

19 日 おはなし会（※幼児・児童向け） 14：30～15：00 おはなし会 自由参加

24 金 ちょっとこわ～いおはなし会（※児童向け） 20：00～20：30 おはなし会 自由参加

～19 / 戦争と平和パネル展 開館時間中 原爆パネル展と関連図書の展示 自由参加

～19 / 図書館クイズ 開館時間中 図書館内にある扉の中に問題が10問あり、 自由参加

図書館の本で調べて、答えるクイズ。

4 土 夏休み子ども映画会 10：30～11：20 幼児・児童向け映画の上映 自由参加

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」

9 木 夏休み工作教室「ペットボトルで空気砲を作ろう」 10：30～12：00 児童向け工作。ペットボトルを利用して、簡単な 要申込み10名

空気砲を作る。

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

～12 / 図書室クイズ 開館時間中 図書室の中に隠れている問題と、図書館の本で 自由参加

調べて答えるクイズ。

高島市立今津図書館

高島市立マキノ図書館

高島市立安曇川図書館

高島市立高島図書室

甲賀市甲賀図書情報館

甲賀市甲南図書交流館

甲賀市信楽図書館

高島市立朽木図書サロン

甲賀市土山図書館



日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

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

1 水 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

（※3歳児以下の親子対象）

4・18 土 えほんのじかん 14：30～15：00 おはなしや絵本の読み語り 自由参加

25 土 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

（※3歳児以下の親子対象）

25 土 おはなしのじかん 14：30～15：00 絵本の読み語りやストーリーテリング ほか 自由参加

～31 金 としょかんあそび島「かこさとし　だるまちゃんと 開館時間中 昔の遊びやおみせやさんごっこほかのコーナーを 自由参加

あそびのせかい」 常設します。

4・11 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み語り・紙芝居 ほか 自由参加

25

16 木 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：30 おはなし会 自由参加

（※3歳児以下の親子対象）

19 日 ブックトーク「紙はどこから、本はどこへ」 14：00～14：30 紙や本の歴史に関するブックトーク 自由参加

～26 / えほんであそぼ！ 開館時間中 絵本の特集展示・ワークショップ ほか 自由参加

4 土 おひざでだっこのおはなし会 10：30～11：00 おはなし会 自由参加

（※3歳児以下の親子対象）

9 木 なつの工作会 14：00～15：00 オカリナとかみとんぼを作ります。 要申込15人

25 土 おはなし会 10：30～11：00 おはなし会や絵本の読み語り 自由参加

毎週 土 おはなしタイム（※3歳児以上対象） 14：30～15：00 おはなし会 自由参加

3 金 おひざでだっこのおはなし会 10：30～11：00 おはなし会 自由参加

（※3歳児以下対象）

5 日 みんなで大きなしゃぼん玉をつくろう！ 10：30～11：30 ワイヤーハンガーを使って大きな輪を作り、 要申込15組

しゃぼん玉を飛ばします。

26 日 ライブラリーシアター子ども向け 14：00～ 『おばけのてんぷら』（24分) 自由参加

～31 / きみも図書館たんていになろう！ 開館時間中 図書館内でクイズにチャレンジ！ 自由参加

～はんにんをさがせ！～

4 土 ひまわりおはなし会さんのおはなし大会 10：30～11：30 絵本やまき絵のお話会や人形劇・工作 ほか 　自由参加

8 水 夏休み工作会 14：00～15：00 トイレットペーパーの芯でさかなをつくろう！ 要申込10人

16 木 おひざでだっこのおはなし会 10：30～11：00 絵本・手遊び ほか 自由参加

（※乳幼児と保護者対象）

18 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み語り・紙芝居・パネルシアター ほか 自由参加

26 日 こどもえいが会 10：30～ 「じてんしゃにのるひとまねこざる」（28分） 自由参加

～23 / 本の世界をたのしもう 開館時間中 本の特集展示やワークショップ ほか 自由参加

4 土 おはなしの森 11：00～11：30 絵本の読みがたり ほか 自由参加

17 金 ちっちゃいおはなしの森（※0～2歳向け）　 10：30～10：50　　絵本の読みがたり ほか 自由参加

17 金 つくろう！あそぼう！なつのこうさくかい 14：00～15：00 子ども向け工作会 要申込15人

25 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 自由参加

ほか

1 水 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 おはなし会 自由参加

（※0～3歳ごろまでの親子向け）

2 木 夏の工作会 14：00～15：00 おりがみハンドスピナーと発射台付きロケットを 要申込15人

作ります。

4 土 夏休みの思い出を絵に描こう！ 13：30～ 水彩絵の具で絵を描きます。 要申込15人

主催：紙芝居サークルてんとうむし

18・25 土 おはなし会 14：30～15：00 絵本の読みがたり ほか 自由参加

東近江市立愛東図書館

高島市立新旭図書室

東近江市立永源寺図書館

東近江市立能登川図書館

東近江市立八日市図書館

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



日 曜 行事名ほか 時　　間 行　　事　　内　　容 申込方法

4 土 夏休みスペシャルおはなし会 14：00～15：00 京都新聞「お話を絵にする」コンクール 自由参加

読み聞かせキャラバンがやってくる！

19 日 おはなし会 14：00～15：00 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

～26 / 夏休み読書リレー 開館時間中 本を読んで、ガチャを回そう！ 自由参加

5 日 親子絵本づくり教室 14：00～16：00 みなさんの考えたオリジナルストーリーで 申込先着20組

（※市内の5歳以上のお子様とその保護者） かわいい絵本をつくります。

8 水 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

18 土 おはなし会 11：00～11：30 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

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

10 金 てづくりおもちゃきょうしつ（※5歳以上対象） 10：30～12：00 紙コップと牛乳パックのおもちゃ作り 要申込30名

（※持ち物：はさみ・絵をかく道具）

18 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)

24 金 日野高校放送部によるスペシャルおはなしかい 10：30～ 日野高校放送部によるおはなし会 自由参加

26 日 こどもえいがかい 10：30～12：00 『あらいぐまラスカル』 自由参加

毎週 土 おはなし会 14：00～14：30 絵本の読み聞かせ 自由参加

2・16 木 おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 おはなし会 自由参加

（※3歳未満のお子さんとその保護者対象）

愛荘町立秦荘図書館
4 土 夏休みとくべつおはなしかい「おはなしワンダー」 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・手あそび ほか 自由参加

（※3歳くらいから小学生までのお子さんとご家族）

7 火 おひざでだっこのおはなしかい 10：30～11：00 絵本の読み聞かせ・わらべうた ほか 自由参加

（※3歳くらいまでのお子さんとご家族）

愛荘町立愛知川図書館
25 土 おはなしかい（おはなしレストラン） 14：00～14：30 おはなし会 自由参加

（※3歳くらいから小学生までのお子さんとご家族）

1 水 工作教室 14：00～ 工作：「きらきら☆まんげきょう」 申込制15名

（※小学生対象） （※持ち物：筆記用具）

10 金 子どもえいが会 14：00～ 「モンスター・ホテル2」 自由参加

18 土 とことこおはなし会 11：00～11：30 絵本の読みきかせ ほか 自由参加

4 土 夏のお楽しみ映画会 14：00～ 上映作品未定 自由参加

11 土 おはなし会 11：00～11：30 大型絵本や紙芝居の読み聞かせ 自由参加

17 金 ぴよぴよひよこのおはなし会（※0～2歳対象） 11：00～11：20 おはなし会 自由参加
17 金 星空観察会 19：30～ 星空観察と星座のおはなしを聞く 申込制30名

（雨天時は工作会）

23 木 科学教室 14：00～ ぽんぽん船をつくろう ほか 申込制30名

26 日 子ども映画会 14：00～ 上映作品未定 自由参加

～5 / 甲良養護学校　布の森展 開館時間中 養護学校の生徒さんによる布の作品展示 自由参加
10～ / 「原爆と人間」パネル展 開館時間中 原爆に関するパネル・写真展 自由参加

4 土 おはなしのじかん(※乳幼児向け） 10：30～ 絵本のよみきかせと手作りあそび 自由参加

11 土 子ども映画会（アニメドキュメント） 10：30～ 「あの日、ぼくらは戦場で　－少年兵の告白ー」 自由参加

滋賀県立図書館
17 金 夏休みおはなし会 11：00～ 絵本の読み聞かせ ほか 自由参加

16：00～ 〃

～31 / 「語りつぐ戦争―戦争と平和を考える―」 開館時間中 戦争と平和を考える本をあつめました 自由参加

多賀町立図書館

竜王町立図書館

日野町立図書館

米原市立近江図書館

豊郷町立図書館

甲良町立図書館

米原市立山東図書館


