☎（90）
４６４６
（午前９時30分～午後５時15分）
https://www.library.tomisato.chiba.jp/

富里市立図書館

図書館

よ む よ む
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としょかん夏のおたのしみ！
富里市立図書館 ☎（90）４６４６
（午前９時30分～午後５時）
https://www.library.tomisato.chiba.jp/
よむよむ

図書館では、楽しい行事をたくさん用意して皆さんをお待ちしています！

ブックトリップ ～本の旅～
図書館カレンダー

おはなし会

開館時間…午前９時 30 分～午後６時
毎週土曜日午後２時から「おは
※金曜日は午後７時まで なしのへや」で絵本や昔話を楽し
…休館日 ★…映画会
む会を行っています。
（20 分程度・
◆…おはなし会 ●…親子おはなし会
4 歳くらいから小学生）
こわ～い話や笑っちゃう話など
日 月 火 水 木 金 土
とっておきのおもしろいお話をたく
１
さんよういしてお待ちしています！
◆
※ 15 日は、２階研修会議室３で
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
実施します。
◆
９
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親子おはなし会
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毎月第２水曜日、午前 10 時か
ら 30 分程度、図書館ボランティ
ア「もりのなか」による乳幼児対
象のわらべ歌を中心とした、おは
なし会を行っています。親子で一
緒に楽しみましょう。

返却期限を守りましょう 図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間
は２週間です。現在お手元にある資料の返却期限は過ぎていませ
んか？図書館の資料は市民の大切な財産です。

夏休み特別映画会
日

時

21 日（金）
午後３時～

25 日（火）
午後３時～

■場所 ２階ＡＶホール
■定員 先着 8 0 人
内

容

父と暮らせば【９９分】２００４年公開作品
（出演）宮沢りえ、原田芳雄、浅野忠信 ほか

忍たま乱太郎【１００分】２０１１年公開作品
（出演）加藤清史郎、平幹二朗、寺島進 ほか

としょかんだより「本はともだち」
（ブックトリップのパスポート）
にのっている本を読んだら、図書館の人または学校図書室で先生に「読
みました！」と言って、その本の質問を受けてください。
【質問例】 三人の正体は？ 【答え】どろぼう
（
「すてきな三にんぐみ」／偕成社より）
質問に答えられたら、ブックトリップのパスポートにスタンプを１
つ押します。決められたスタンプ数を集められた人には、ブックトラ
ベラーとして認定証を贈ります。
■対象 小・中学生
■図書の貸出し ７月 21 日（金）から１人１冊ずつ貸し出します。
■質問の受付期間 ７月 21 日（金）～ 10 月 31 日（火）
■ブックトリップのパスポート配布
夏休み前に各小・中学校から配布します。
※パスポートは、なくさないように大切に保管してください。

なつのおはなし会
■日時 ７月 15 日（土）
○小さい人の時間（４歳～）午後２時～２時 30 分
○大きい人の時間（小学２年生～） 午後３時～３時 35 分
■対象 １人でおはなしが聞ける人と、おはなしの好きな大人
■内容 おはなし（昔話の語り）
、大型絵本の読み聞かせなど
■場所 ２階研修会議室３ ■定員 各回先着 30 人
■申込み 不要、各回とも 10 分前までに２階ロビーに集合

としょかんたんけんたい
■日時 ７月 28 日（金）午後１時 30 分～３時
■対象 小学１～３年生
■内容 館内見学（書庫など）
、おはなし会、本の検索体験など
■定員 10 人
■申込み ７月 26 日（水）までに電話または５番カウンターで予約

※内容についてはやむを得ず変更することがあります。

平成 29 年度第１回 富里歴史講座
旧岩﨑家末廣別邸の最新調査成果
～ここまでわかった末廣別邸の秘密～
■日時 ７月 16 日（日）午前 10 時～ 11 時 30 分
■場所 ２階ＡＶホール
■費用 無料 ■定員 80 人
■講師 林田利之（市生涯学習課文化資源活用室長）
■申込み ７月 15 日（土）までに電話または相談カウンターにて

科学あそび教室
■日時 ８月３日（木）午後２時 30 分～４時
■場所 ２階研修会議室３
■内容 化石・ふしぎな石～化石に親しもう～
■講師 坂口美佳子さん（科学読物研究会）
■対象 小・中学生
■定員 30 人 ■費用 無料
■持ち物 えんぴつ、汚れてもいいタオル、古新聞２枚
■申込み 前日までに電話または５番カウンターで予約

ボランティアについて学んでみませんか

問 ・申込先 市ボランティアセンター（午前９時～午後５時）

（92）８２２１ FAX（92）２４９５
HP h t t p : / / w ww. to mis a to s ha kyo . jp

ボランティア入門講座

夏のボランティア体験

ボランティアの基礎知識や身近でできるボランティアにつ
いて学びませんか？
子育てが一段落して何か始めようと思っている人やボラン
ティアに興味・関心のある人など、お待ちしています。
■日時 ７月 15 日（土）午前 10 時～正午
■場所 市福祉センター２階視聴覚室
■内容
○ボランティアについての基礎知識の講義・実技
○車いすの操作、介助方法
※希望者のみ、
「夏のボランティア体験」プログラムへの参
加ができます。
■対象 市内在住または在勤している人
■定員 10 人
■費用 無料
■申込み ７月 14 日（金）までに電話またはＦＡＸ

夏休み期間を利用して、市内福祉施設、保育園、ボランティアグループでボ
ランティア体験をしてみませんか？
■内容 ①オリエンテーション（ボランティアの心構えなど）
▼日時 ７月 25 日（火）午後２時～３時
▼場所 福祉センター１階機能回復訓練室
②体験プログラム
▼日時 ７月 26 日（水）～８月 31 日（木）
、午前９時～午後５時
（日曜日、８月 14 日（月）
、15 日（火）を除く）
※施設により日時が異なります。
③アンケートの提出
■対象 市内在住、在勤、在学で中学生以上
■定員 各施設など１日につき３人まで ■費用 無料
■申込み ７月 21 日（金）までに申込書（※）を窓口に提出するか電話また
はＦＡＸで申し込んでください。
※窓口で配布のほか、市社会福祉協議会ホームページからもダウンロード可。

