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小山菜穂子さんと一緒に朗読駅伝小山菜穂子さんと一緒に朗読駅伝

小山菜穂子さんと一緒に朗読駅伝『『『『朝顔物語朝顔物語朝顔物語朝顔物語』』』』

朝顔が登場する小説・随筆・詩・絵本・童話・

雑誌などを朗読と音楽などで楽しみます。

◇日 時 平成28年 9月11日（日）

13時30分～16時（開場13時）

◇会 場 箕輪町地域交流センター研修室

◇資料代 500円 高校生以下無料（当日払い）

◇申込期間 平成28年 8月30日（火）～9月11日（日）

◇参加ご希望の方は申込期間中に箕輪町図書館までお申込みください。

◇主催・共催 長野県図書館協会・箕輪町図書館

『『『『とのうちさぶろうさんとのうちさぶろうさんとのうちさぶろうさんとのうちさぶろうさん
絵本ライブ絵本ライブ絵本ライブ絵本ライブ』』』』

絵本「寝坊をするホントの理由」

を歌とともにお届けします。

◇日 時 平成28年10月29日（土）

午前10時30分～午前11時30分

◇会 場 箕輪町図書館 なごみ～な

◇加費無料

◇申込不要

◇参加ご希望の方は当日会場までお越しください。

読育ボランティア養成実践講座

読育ボランティア養成実践講座読育ボランティア養成実践講座

読育ボランティア養成実践講座

『『『『紙芝居講座開催のお知らせ紙芝居講座開催のお知らせ紙芝居講座開催のお知らせ紙芝居講座開催のお知らせ』』』』
紙芝居の演じ方や、舞台の使い方など紙芝居の基礎を

教えていただきます。

◇講 師 元上郷図書館長 ガンバの会主宰 下沢洋子先生

◇日 時 平成28年9月14日（水）午後1時30分～3時

◇会 場 地域交流センター 交流室1.2

◇受講料 無料

◇定 員 30名 事前申込みが必要です

◇申込期間 8月24日(水)～9月7日（水）

（定員になり次第締め切ります）

◇参加ご希望の方は申込期間中に箕輪町図書館まで

お申込みください。

【【【【その他催し物その他催し物その他催し物その他催し物】】】】

◇おはなしこんにちは◇おはなしこんにちは◇おはなしこんにちは◇おはなしこんにちは
時間：10：30～11：30

会場：図書館 なごみ～な

9/10（土）・10/8（土）

◇絵本よんであげるよ◇絵本よんであげるよ◇絵本よんであげるよ◇絵本よんであげるよ
時間：10：30～11：00

会場：図書館 なごみ～な

9/15（木）10/20（木）

◇ドリーム号地区巡回◇ドリーム号地区巡回◇ドリーム号地区巡回◇ドリーム号地区巡回
時間：13：10～15：05

場所：町内6カ所

9/3（土）・10/1（土）

お問合せ・お申込みお問合せ・お申込みお問合せ・お申込みお問合せ・お申込み 箕輪町図書館箕輪町図書館箕輪町図書館箕輪町図書館 ☎☎☎☎0265026502650265----79797979----6950695069506950

『『『『リサイクル本リサイクル本リサイクル本リサイクル本
プレゼントのお知らせプレゼントのお知らせプレゼントのお知らせプレゼントのお知らせ』』』』
図書館で除籍した本のプレゼント

を行います。今回は、一般書・

雑誌・絵本・児童書です。

◇期 間

10月1日（土）～10月9日（日）

午前10時～午後6時まで

◇場 所

図書館2階 なかよしルーム

※10/3（月）は休館日です。

２０１６（平成２８年）
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箕輪町図書館発行

読育ボランティア養成実践講座

読育ボランティア養成実践講座読育ボランティア養成実践講座

読育ボランティア養成実践講座

『『『『朗読講座開催のお知らせ朗読講座開催のお知らせ朗読講座開催のお知らせ朗読講座開催のお知らせ』』』』
読み聞かせで大切な声の出し方、聞き手に

伝わる読み方などについて教えていただきます。

◇講 師 小山菜穂子先生

◇日 時 平成28年10月11日(火)

午後1時30分～午後3時30分

◇会 場 地域交流センター 交流室1.2

◇受講料 無料

◇定 員 30名 事前申込みが必要です

◇申込期間 9月27日(火)～10月4日(火)

（定員になり次第締め切ります）

◇参加ご希望の方は申込期間中に箕輪町

図書館までお申込みください。
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京都府在住の恐竜模型造形家・荒木一成先生による恐竜模型
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4回目の恐竜づくり教室。今回は針金・紙粘土を使って、

回目の恐竜づくり教室。今回は針金・紙粘土を使って、回目の恐竜づくり教室。今回は針金・紙粘土を使って、

回目の恐竜づくり教室。今回は針金・紙粘土を使って、

カミナリ竜の模型を作りました。恐竜の筋肉の付き方など

カミナリ竜の模型を作りました。恐竜の筋肉の付き方などカミナリ竜の模型を作りました。恐竜の筋肉の付き方など

カミナリ竜の模型を作りました。恐竜の筋肉の付き方など

生態も教えていただき、それぞれ個性豊かなカミナリ竜が

生態も教えていただき、それぞれ個性豊かなカミナリ竜が生態も教えていただき、それぞれ個性豊かなカミナリ竜が

生態も教えていただき、それぞれ個性豊かなカミナリ竜が

できあがりました。

できあがりました。できあがりました。

できあがりました。 多くの方にご参加いただきありがとう

多くの方にご参加いただきありがとう多くの方にご参加いただきありがとう

多くの方にご参加いただきありがとう

ございました。

ございました。ございました。

ございました。
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７月・８月７月・８月７月・８月７月・８月
図書館のようす図書館のようす図書館のようす図書館のようす

おはなしこんにちはおはなしこんにちはおはなしこんにちはおはなしこんにちは20202020周年記念周年記念周年記念周年記念

『『『『人形劇団オフィス人形劇団オフィス人形劇団オフィス人形劇団オフィス
やまいも人形劇公演やまいも人形劇公演やまいも人形劇公演やまいも人形劇公演』』』』
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日に日に
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『バルボンさんのおでかけ

バルボンさんのおでかけバルボンさんのおでかけ

バルボンさんのおでかけ』

』』

』

『

『『

『どんどこももんちゃん

どんどこももんちゃんどんどこももんちゃん

どんどこももんちゃん』

』』

』などで知られる、

などで知られる、などで知られる、

などで知られる、

とよたかずひこさんのおはなし会が開催されました。

とよたかずひこさんのおはなし会が開催されました。とよたかずひこさんのおはなし会が開催されました。

とよたかずひこさんのおはなし会が開催されました。

絵本や紙芝居の読み聞かせの間に、キャラクターたちのプロフィール、

絵本や紙芝居の読み聞かせの間に、キャラクターたちのプロフィール、絵本や紙芝居の読み聞かせの間に、キャラクターたちのプロフィール、

絵本や紙芝居の読み聞かせの間に、キャラクターたちのプロフィール、

その作品を創るにあたっての秘話や校正中の絵本などを見せていただき、

その作品を創るにあたっての秘話や校正中の絵本などを見せていただき、その作品を創るにあたっての秘話や校正中の絵本などを見せていただき、

その作品を創るにあたっての秘話や校正中の絵本などを見せていただき、

子どもから大人まで楽しめたおはなし会でした。

子どもから大人まで楽しめたおはなし会でした。子どもから大人まで楽しめたおはなし会でした。

子どもから大人まで楽しめたおはなし会でした。

おはなし応援団おはなし応援団おはなし応援団おはなし応援団10101010回記念回記念回記念回記念

『『『『とよたかずひこさんおはなし会とよたかずひこさんおはなし会とよたかずひこさんおはなし会とよたかずひこさんおはなし会』』』』
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2人が一日図書館職員となって

人が一日図書館職員となって人が一日図書館職員となって

人が一日図書館職員となって

図書館の仕事を体験しました。

図書館の仕事を体験しました。図書館の仕事を体験しました。

図書館の仕事を体験しました。

カウンターや本を本棚に戻す仕事、

カウンターや本を本棚に戻す仕事、カウンターや本を本棚に戻す仕事、

カウンターや本を本棚に戻す仕事、

本のクリーニングなどの体験を

本のクリーニングなどの体験を本のクリーニングなどの体験を

本のクリーニングなどの体験を

してもらいました。

してもらいました。してもらいました。

してもらいました。

『『『『一日子ども図書館職員一日子ども図書館職員一日子ども図書館職員一日子ども図書館職員』』』』

『『『『恐竜模型づくり恐竜模型づくり恐竜模型づくり恐竜模型づくり』』』』


