
図書館講座等の案内について 申込み/問合せ先
図書館中央館 TEL028-675-6531

講　座　名 開催期間・開催日・開催時間 対　象　者 定　員 会　場 内　　　容

図書館を使った
調べる学習教室

夏休み期間
学年によって開催日が
異なります。

小学生 ― 中央館 気になるテーマを図書館を
使って調べましょう。

読書感想文書き方教室
1回／夏休み期間
AM：小学１年〜3年生
PM：小学4年〜中学生

小・中学生
小学3年生以下は保護者同伴 各20名 中央館 感想文を書く楽しさを学びま

しょう。

ダンボールクラフト教室 1回／年 5歳〜小学生
小学１年生以下は保護者同伴 10名 中央館 ダンボールでアシモやF-1など

を作りましょう。

一日司書・中央館 1回/夏休み期間 小・中学生 4名 中央館
図書館の仕事を体験しましょ
う。一日司書・仁井田分館 1回/夏休み期間 小・中学生 2名 仁井田分館

一日司書・上高根沢分館 1回/夏休み期間 小・中学生 2名 上高根沢分館

笑いヨガ教室

不定期での開催を予定し
ています。
詳細が決まり次第、図書
館ホームページや館内ポ
スターでお知らせします。

どなたでも 各回10名 中央館 「笑い」と「ヨガ」で楽しく健
康な体を作りましょう。

写真教室 どなたでも 各回20名 中央館 写真について楽しく学びましょ
う。

ファーストサイン教室 乳幼児親子 各回5組 中央館 赤ちゃんと「サイン」でコミュ
ニケーションを取りましょう。

ベビースキンケア教室 乳幼児親子 各回6組 中央館 赤ちゃんの肌の正しいケアの方
法について学びましょう。

書道教室 どなたでも
小学2年生以下は保護者同伴 20名 中央館 字を書くことの大切さ、楽しさ

を学びましょう。

催　し　名 開催期間・開催日・開催時間 対象者 参加費 定員 会　場 内　　　容

ばぶばぶおはなし会 毎月　第4水曜日
10:30~10:50 乳幼児親子 ― なし 中央館 赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせ

や手遊びを楽しみましょう。

おはなし玉手箱 毎月　第2水曜日
10:00~12:00 乳幼児親子 ― なし 中央館 親子で一緒におはなしや手遊びで

楽しみましょう。

おはなし会・中央館
毎月　第2・4土曜日
第3または第4日曜日
11:00~11:30

幼児親子 ― なし 中央館

絵本、紙芝居、エプロンシアター
などを楽しみましょう。おはなし会・仁井田分館 毎月　第1・3土曜日

15:00~15:30 幼児親子 ― なし 仁井田分館

おはなし会・上高根沢分館 毎月　第2日曜日
15:00~15:30 幼児親子 ― なし 上高根沢分館

図書館上映会 2回/年 どなたでも ― なし 中央館 図書館で映画を鑑賞しましょう。

ナクソス音楽体験 2回/年 どなたでも ― なし 中央館 音楽の配信サービスを紹介します。

アトリエびっき人形劇 2回/年 どなたでも ― 35名 中央館 楽しい人形劇や手遊びを楽しみま
しょう。

開館30周年記念
図書館ご縁まつり

9月11日（土）
10:00~17:00 どなたでも ― なし 中央館 図書館での出会いも何かの縁。お

まつりを楽しみましょう。

図書館寄席 1回/年 どなたでも ― 30名 中央館 古典芸能の落語を楽しみましょう。

リサイクル市・中央館
1月29日（土）・30日（日）
2月5日（土）・6日（日）
10:00~16:00

どなたでも 有償 なし 中央館
掘り出し物の本に巡り合うチャン
スです。

リサイクルコーナー
仁井田分館・上高根沢分館

11月~
月ごとに提供資料の入れ
替えがあります。

どなたでも 有償 なし 仁井田分館・
上高根沢分館

新型コロナウイルス感染拡大防止のため定員人数を減らしている講座や、不定期開催を予定している講座があります。新型コロナウイ
ルスの感染状況によっては、急遽講座が中止もしくは内容を変更しての開催になる可能性もあります。催しものも同様です。

不定期開催を予定している講座につきましては、高根沢町図書館中央館までお問い合わせください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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募集区分 活動内容 問合せ先

児童館応援スタッフ 子どもたちや子育て中の方が
参加する事業のお手伝い

児童館みんなのひろば　028-680−1311

児童館きのこのもり　　028-675−2150

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載した講座・催し等が中止になったり、内容等が変更となる場合があります。受講を希望
される場合には、各問合せ先にご連絡ください。

催　し　名 開催期間・開催日・開催時間 対象者 参加費 定員 会　場 内　　　容

図書館を使った
調べる学習コンクール
受賞作品展

10月~12月 どなたでも ― なし 中央館 図書館を使った調べる学習コンクー
ル作品をまとめた展示を行います。

干支展示 1月 どなたでも ― なし 中央館 鈴木源泉先生の干支にちなんだ作品
を展示します。

募集区分 力を貸していただきたい活動内容 問合せ先

図書館ボランティア 各図書館における、絵本や紙芝居の読み聞かせ、
書架整理、本の修理、ディスプレイの飾り付け

中央館　　　　028-675−6531

仁井田分館　　028-676−3155

上高根沢分館　028-680−1770

■ボランティア募集

保健センター

エコ･ハウスたかねざわ

児童館

保健センターでは、下記の講座を実施しています。お気軽にご参加ください。

エコ・ハウスたかねざわでは、下記の講座を実施しています。お気軽にご参加ください。

講　座　名 開　催　日 対　象　者 会　　場 内　　　容

NIKO♡NIKO教室 月1回 妊婦とその家族 保健センター 沐浴体験・マタニティ相談

ボディチェンジスクール 10:00~11:00 一般 保健センター 運動・栄養講話等

講　座　名 開　催　日 対象者 会　　場 参加費 内　　　容

エコ・アクションデー
主に
毎月第3土曜日
10:00~
5月/9月/2月は除く

小学生中心 エコ・ハウスたかねざわ など 材料費は実費 毎月テーマを決め、環境に関するい
ろいろな体験活動を行ないます。

エコ・フェスタ 5月の日曜日
10:00~14:00 どなたでも エコ・ハウスたかねざわ

及び周辺 ―
いろいろな体験教室や展示、ステー
ジ発表、模擬店など、年に一度のエ
コハウスのお祭りです。

天体観察会 年6回程度 小学生の親子 道の駅たかねざわ
元気あっぷむら など 無料

望遠鏡を使用しながら、月や惑星、
星雲、星団の観察をして、宇宙を通
した空の環境について知る会です。

申込み/問合せ先
保健センター TEL028-675-4559

申込み/問合せ先
エコ･ハウスたかねざわ TEL028-680-2080

※詳細は保健センターまでお問合せください。また、町ホームページや広報等でもお知らせします。

要望に合わせた出前講座も可能です。詳しくはエコ・ハウスたかねざわまでお問合せ下さい。
【ホームページ　http://house.eco.coocan.jp】
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