7 月・8 月

令和４年度

ののいち子ども読書の日関連事業

下記のイベントスケジュールは、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止、または変更となる場合がございます。
また、各施設のご利用（入館）に申し込みが必要な場合がございます。ご利用になられる際は、各施設へ直接確認いただきますようお願いいたします。

●学びの杜ののいち カレード
おはなし会メドレー

野々市市立図書館（℡076-248-8099）
7/23（土）

カレードサポーターによる「おはなし会」

とよたかずひこさん おはなしよんで♪

９日(土)・１０日(日)・１６日(土)・１７日(日)
１８日(月･祝)・２４日(日)・３０日(土)・３１日(日)
８月… ６日(土)
時間：11：00～11：30
場所：音楽スタジオ（カレード内）
対象：3 歳以上 ※定員：各回先着２０名程度

場所：オープンギャラリー/市民展示室（カレード内）
申込：7/1（金）受付開始 ※事前申込制(定員になり次第受付終了)

●子育て支援センター和光（℡076-272-8405）
７月 毎週金曜日 ミニお話し会
時間：10：45 頃～ 対象：未就園児 ※要申込

くじで選んだ絵本の貸出。絵本の題名で列がそろう 職員おすすめ絵本の読み聞かせをします。ふれあい遊びや紙
芝居、絵本の小話など、内容は当日のお楽しみ…。
とビンゴ！ビンゴすると景品がもらえますよ。
年齢別おすすめ絵本一覧を掲示します。 （一日にひける絵本くじは２冊までです）

●子育て支援センターふじひら（℡076-246-1181）

７/1(金)～８/３１(水) 紙芝居・絵本の読み聞かせ
時間：随時
対象：0～3 歳児
毎日お子様の興味に応じた絵本を紹介し、読み聞かせを
します。

●子育て支援センターエンジェル（℡076-248-2888）

７/１(金)～７/３０(土) 手作り絵本
時間：9：30～14：30
対象：未就園児 ※要申込

ボランティアによる読み聞かせです。

７/１(金)・７/８(金) お話の時間
※要申込
時間：10：00～11：00 対象：０歳児～
保育教諭による絵本の読み聞かせと手作りおもちゃ作りです。

世界に一つだけの絵本を作ってみよう！

７/２６(火)
おめでとうサマーライブラリー
時間：10：30～11：00
対象：未就園児 ※要申込

ボランティアによるおはなし会
です。

保育者による楽しいお話と誕生会
です。

７月～ こころにのこった本カード
時間：常時
対象：小学生
読んで心に残った本をカードに書いて紹介します。

８/２３(火) おばけって楽しい
時間：10：30～11：00
対象：未就園児 ※要申込
保育者によるおばけのお話と
ボランティアによるフルート演奏
を楽しみましょう！

７/１(金)～７/２９(金)
おすすめ絵本の紹介
時間：9:30～10:30・11:00～12:00
対象：未就園児

年齢に応じたおすすめ絵本を紹介します。

７月 毎週金曜日 お話の日
時間：11：15～ 対象：未就園児

７/1(金)～７/31(日) 読み聞かせ
時間：随時 対象：未就園児

７/１９(火)～７/２７(水)
絵本のテーマで遊ぼう
時間：随時
対象：0～２歳児

７/1(金)～８/３１(水)
おすすめ絵本の紹介
時間：随時
対象：0～2 歳児

●子育て支援センター菅原（℡076-248-4634）

保育士が預かり児に対し 1 対 1 で絵本の読み

保育士やボランティアがおすすめ絵本の読

聞かせをします。

み聞かせをします。

●子育て支援ひろば「あおぞら」
（℡076-246-3320）

●子育て支援センターはくさん（℡076-248-7122）
７/1３(水)
おはなしサマーライブラリー
時間：10：30～11：00
対象：未就園児 ※要申込

●館野小学校（℡076-248-0622）

●子育て支援センターアリス（℡076-294-2525）

７/1(金)～７/３１(日) 絵本でビンゴ
時間：9：00～14：00 対象：未就園児

７/１１(月) おはなしの会
時間：10：30～11：00
対象：未就園児 ※要申込

小学校

・小中学校司書による調べる学習相談室
野々市市内の小中学校司書がカレードにやって来ます。
夏休みの宿題に必要な本の相談ができますよ。
日時はカレードのポスターや HP で確認してください。

※サイン会のみの参加はできません。サイン会を希望される方は、とよたさんの著書
（一組につき一冊まで）を持参してください。会場での販売はありません。

子育て支援センター
７/1(金)～７/３１(日)
おすすめ絵本一覧の掲示
時間：9：00～14：00
対象：未就園児

・家読(うちどく)チャート「カレードでゲットしよう！！」
実施期間：7/23(土)～8/30(火) 対象：幼児・小学生
チラシの裏にチャートがあります。(カレードでも配布中)
きみは何色の書をゲットできるかな？

絵本作家・とよたかずひこさんのおはなし会とサイン会
13：00～14：30 おはなし会（定員 80 名）
14：30～16：00 サイン会（定員 30 組）

7 月…

絵本の内容にちなんだ遊びを楽しみます。

７/1(金)～７/31(日)
えほん紹介コーナー
時間：随時 対象：未就園児
絵本に親しむきっかけになる絵本コーナーです。
成長に応じた絵本選びの参考にしてくださいね。

保育園・こども園
幼保連携型認定こども園

認定こども園

●ほのみこども園（℡076-248-7000）

●はくさん保育園（076-248-4337）

7/1(金)から月 2 回 職員の絵本紹介
時間：登園時・降園時
対象：在園児

年齢ごとのおすすめ絵本を展示します。

保育教諭のおすすめ絵本を園だよりで紹介します。

随時読み聞かせも行います。

7/1(金)～8/31(水)
好きな絵本が見つかるかな
対象：在園児
絵本の貸し出しをします。

おはなしの日

9：45～10：00
年長児対象：7/６(水)･７/１３(水)
年中児対象：７/２０(水)･７/２７(水)
年少児対象：８/３(水)･８/２３(火)
ボランティアによるお話会です。

公民館・児童館
●にぎわいの里ののいち カミーノ（℡076-248-0521）
７/２(土) 七夕おはなし会
時間：11：30～11：50
対象：～低学年
カレードサポーターによる

８/２(火)
大人だって読み聞かせしてほしい！
時間：13：30～15：00
対象：だれでも

おはなし会です。

図書館長による講演と大人向け読み聞か
せをします。

●富奥公民館（富奥防災コミュニティセンター内）
（℡076-248-0829）
7/２３(土)～８/３１(水) 読書 de SDGs
時間：9：00 ～ 17：00 対象：小学生・大人
幼児・児童向けの本を借りた方・先着２０名に、お洒落
な英字新聞エコバッグ＆ポプリをプレゼント！

●郷公民館（℡076-248-0250） ●つばきの郷児童館（℡076-248-2111）
7/１９(火)～8/３１(水)
自由研究・工作の参考図書・児童図書の
貸出でオリジナルグッズプレゼント
時間：9：00～18：00 対象：子ども
児童図書の貸出し時にオリジナルボールペン
をプレゼントします。

●押野児童館（℡076-248-9666）
７月中毎日(木・土除く)
えほんだいすき
時間：11：00～
対象：未就学児親子

７/２９(金)
怖い話とむかし遊び
時間：14：00～
対象：小学生 ※要申込

職員による絵本の読み聞かせで

ボランティアによる怖い話とむか

す。貸出案内もあります。

し遊びを楽しみましょう。

７/１(金)～８/３１(水)
紙芝居・物語絵本の読み聞かせ
時間：随時 対象：未就学児・小学生
希望があれば図書コーナーで読み聞かせを行います。

７/２１(木)～８/３１(水)
小学生による読み聞かせ
時間：随時 対象：未就学児・小学生
読み聞かせをしたい小学生と読み聞かせを聞きたい人、
みんなが楽しめるような読み聞かせを行います。

７/２１(木)～８/３１(水)
カレードの本の展示
時間：開館中 対象：だれでも

７/１(金)～８/３１(水)
おすすめ絵本・本の展示
時間：開館中 対象：だれでも
年齢に応じたおすすめ絵本を展示します。

●ふじひら児童館（℡076-214-6125）
7/９(土) おはなしのとびらスペシャル
時間：13：00～14：00 対象：幼児･小学生
パプリの本棚さんによるお話会です。

７/２５(月)～７/２９(金) わくわく week
時間：14：00～16：00 対象：小学生
押し花を使って手作りしおりを作ります。

８/８(月) プラ板製作 ※要申込
時間：14：00～16：00 対象：小学生
好きな絵本の表紙をなぞってプラ板を作ります。

小学生向けの伝記や図鑑、物語などを展示します。

子どもの本回収ボックス設置・図書館おすすめ本リスト配布
●野々市市女性センター（℡076-246-0810）
７/２６(火)～８/３０(火)
時間：9：00～18：00
対象：だれでも

●押野公民館（℡076-248-2839）
７/８(金)～７/２２(金)
時間：10：00～18：00 対象：だれでも

●本町児童館（℡076-246-3881）
7/４(月)
ぐりとぐらのお話会と体操
時間：10：30～11：00
対象：未就学児親子

7/２８(木)
ぐりとぐらのお話会スペシャル
時間：10：00～11：00
対象：小学生

絵本の読み聞かせと季節の体操、
楽しいふれあい遊びをします。

お話サポーターによる絵本の読み聞か
せをします。

８/１(月)～８/２６(金)
お気に入りの本を見つけよう！
時間：13：00～ 対象：小学生
たくさんの絵本からお気に入りの本を見
つけましょう。先生に読んでもらって、
心地よさも感じられたらいいですね。

●中央児童館（℡076-248-5325）
７/４(月)
あっぷるさんのお話会
時間：11：00～11：30
対象：未就学児親子
あっぷるさんによるお話会です。

７/８(金)・７/１５(金)
絵本と紙芝居
時間：11：00～11：30
対象：未就学児親子

７/２０(水) おいでおいで親子
時間：11：00～11：30
対象：未就学児親子

誕生会と母親クラブ製作「大型紙芝居」の上演
ボランティアによる読み聞かせ会です。 を楽しみましょう！

７/２６(火)～８/２４(水)
たくさん読んでみよう！
時間：随時
対象：小学生 ※要申込
期間中に児童館の本や図書館おすすめの本を
たくさん読んで景品をゲットしましょう！

