
Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料

■問　本館　　　☎41－0894
中部分館　☎41－1980
南部分館　☎42－8211へきにゃごまつり

図書館本館
おはなし会スペシャル　ハッピー・ハロウィン！
ハロウィンにちなんだおはなしを親子で楽しもう。

■時　10月31日㈰　10時30分～
■内　パネルシアター「トリック オア トリート｣、
大型絵本「おばけのてんぷら」など

■対　小学生以下の子と保護者
■定　10組
■申　10月17日㈰9時～10時に直接

図書館たんけんツアー
指令書にしたがって任務完了を目指そう。図書館

の裏側など普段行けない場所を探検します。
■時　11月14日㈰　10時30分～
■対　小学生
■定　10人
■申　10月30日㈯9時～10時に直接

南部分館
おりがみタイムスペシャル
「紙ヒコーキ」を作ってあそぼう
紙飛行機を作って、アリーナで飛ばして遊ぼう。
■時　11月3日㈬　15時30分～16時30分
■対　小学生以下　■定　20組
■申　10月17日㈰9時～10時に直接

じぶんでかりてみよう！
　図書館のコンピュータを使って、借りたい本を自
分で借りれます。
■時　11月23日㈫、28日㈰　13時～17時
■対　小学生以下　■申　不要

雑誌付録抽選会
資料を借りた人はくじをひけます。当たった人に
は雑誌の付録をプレゼントします。
■時　11月21日㈰　9時～
（くじが無くなり次第終了）
※1人1回のみで、当たった付録の交換はできません。

にんじゃのおはなし会
にんじゃが出てくる絵本や紙芝居などを読みます。
忍者といっしょに手裏剣も作ります。
■時　11月28日㈰　10時30分
■対　小学生以下　■定　10組
■申　11月14日㈰9時～10時に直接

図書館

期間中開催イベント（■申　不要）

【全共通】
10時の時点で定員を超え
た場合は抽せんし、結果
は電話連絡します。電話
受付は空きがあった際に
10時開始です。

●へきにゃごクイズ「どっちかな？」
本を読んでクイズに答えよう。全問正解した人にはプレゼントがあります。
●130文字のストーリー
Twitterで130文字の小説を募集します。「#碧南市民図書館」をつけて投稿
してください。投稿者には先着で粗品を差し上げます。作品は、図書館ホー
ムページやYAコーナーで公開します。
●「始めの文章」で選ぶ本
始めの文章のみが分かるようにして包装して本を貸し出します。

●「読書手帳」を配布します
図書館で印刷した読書シールを読書手帳に貼ると、読んだ本の記録が残せま
す。発行数限定で無くなり次第終了です。

内容

中部
分館

●「紙」大相撲秋場所 ㏌ 中部分館
資料を借りてくれた子と職員が紙相撲で対戦。期間中に３勝したらプレゼン
トがあります。期間中、何度も挑戦できるよ。

全館

本館

●かんたんこうさく「へんしんへきにゃご」をつくろう
「へんしんへきにゃご」を作ろう。簡単に作れるので館内で作っても持ち帰
って家で作ってもよいです。

ところ 対象

中学生
以上

小学生
以下

小学生
以下

南部
分館

10月30日㈯

～

11月28日㈰

とき

小学生
以下

小学生
以下

●「ちゅうがえりねこ」をつくろう
どんな向きから落としてもちゃんと着地するねこをつくります。使う道具は、
はさみだけの簡単な工作です。

─

─

13

ららくるにしばた　　　　　　　　 ☎43－3434
親子リトミック
親子でスキンシップをとりながら、リズムに合わ
せて楽しく体を動かしましょう。
■時　11月10日㈬　10時20分～11時
■講　古井さおり氏
■対　2歳誕生月翌月～3歳誕生月の子と母親
※きょうだいを連れての参加はできません。
■申　10月27日㈬9時30分より電話又は直接
※27日㈬は電話でのみ受け付けます。　

ららくるひろば
楽器で遊びましょう。
■時　11月11日㈭　10時30分～11時
■対　未就園児親子
■申　10月28日㈭9時30分より電話又は直接
※28日㈭は電話でのみ受け付けます。

子育て講座
■時　11月12日㈮　10時30分～11時
■内　栄養士による講話「離乳食について」
■対　市内在住の7か月～1歳誕生月の子と母親
■申　10月29日㈮9時30分より電話又は直接
※29日㈮は電話でのみ受け付けます。

ベビママのつどい
ふれあいあそびやママ同士の情報交換を行います。
■時　11月17日㈬　10時～11時30分
■対　1歳誕生月までの子と母親
※兄や姉を連れての参加はできません。
■申　11月1日㈪9時30分より電話又は直接
※1日㈪は電話でのみ受け付けます。

ここるっくしんかわ　　　　　　　　☎42－5569
おひさまひろば
保健師による講話と親子ふれあい遊びを行います。
■時　11月8日㈪　10時30分～11時15分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■対　1歳0か月～1歳11か月の子と保護者
■定　10組
■申　11月1日㈪10時より電話又は直接
※11月1日㈪は電話でのみ受け付けます。

棚尾児童センター　　　　　　　　 ☎48－2278
わくわくタイム えいごで遊ぼうハロウィン
エリック先生と英語に親し
みハロウィンを楽しもう。
■時　10月27日㈬　10時30分
～11時
■対　市内在住の1歳半以降の
親子
■定　20組（先着順）
■申　10月20日㈬10時より電
話

ベビーケア＆マッサージ
赤ちゃんとママのほっこり
プログラムです。
■時　11月11日㈭　13時30分
～14時30分
■講　小笠原清恵氏
■対　市内在住の3か月～8か月の親子
■定　6組（先着順）
■申　10月28日㈭10時より電話又は直接

子育 て ナビ
Kosodate Navi

全共通 ■所　ららくるにしばた
■定　各6組（先着順）全共通 ■所　棚尾児童センター

明石公園　　　　　　　　　　　　 ☎48－1722
明石公園フェスティバル
碧南市の市民団体や飲食店の出店・ステージを開
催します。詳しい内容はホームページやSNSを確認
してください。
■時　11月7日㈰　10時～16時（小雨決行）

利用時間変更
11月2日㈫より有料遊具の利用時間が16時ま
でになります。
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