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フェア一覧

10月の移動図書館スケジュール

不知火美術館・図書館

開館時間：

［図書館］9:00－21:00
［美術館］9:00－18:00
　　　　（土曜日は21:00）

電話番号：［図書館］0964-32-6211 
［美術館］0964-32-6222

宇城市立図書館 分館

〒869-0552宇城市不知火町高良 2352

10:00－18:00　月曜休館（祝日の場合はその翌日）

［豊野分館］〒861-4392  宇城市豊野町糸石 3516-1
tel. 0964-45-3205

［三角分館］

［小川分館］

〒869-3205  宇城市三角町波多219-1
tel. 0964-53-1849

〒869-0624  宇城市小川町江頭80（小川総合文化センター内）
tel. 0964-43-5111

開館時間：

おすすめ本紹介 新着図書案内

不知火美術館・図書館でハロウィンを楽しもう！

豊野分館

話題になっていた本や教科書
に載っていた本。秋の夜、本
の海にダイブしてみませんか?

なんどでも
やりなおし文学
［10/1（土）ー11/30（水）］

こども絵本のいえ

子どもの頃の思い出の本を
図書館に集う大人たちに聞
きました。

まだ知らない
本との出会い
［10/1（土）ー11/30（水）］

本館児童

同じ1日なら笑って過ごした
いもの。くすっと笑えるエッセ
イや小説をご用意しました。

人生を楽しもう
ーLets' enjoy lifeー
［10/1（土）ー11/30（水）］

本館一般

三角分館

小川分館

おおかみ、きつね、たぬきな
どいぬのなかまがいっぱい!
おきにいりの１ぴきはどこに
いるかな？

ＢＯＷ ＷＯＷ！
［10/1（土）ー11/30（水）］

秋の夜長、ちょっと一息つく
時のおともに。おいしい食べ
物が登場する本やえほんを
集めました。

暑さも落ち着き、だんだんと
過ごしやすくなってきたこの頃。
スポーツ・読書・料理・行楽など、
五感で季節を楽しみませんか。

五感で楽しむ秋！
［10/1（土）ー11/30（水）］

おいしいものみつけた
［10/1（土）ー11/30（水）］

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

［4日・18日］
14:30  古氷団地
15:30  戸馳保育園
16:20  青海保育園 ［12日・26日］

10:30  ひまわり保育園
14:00  老人ホームきらら
14:40  松橋保育園
15:25  街なか図書館
　　    （濱まち）

［7日・21日］
10:30  河江保育園
14:30  JA海東出張所

［14日・28日］
14:20  豊福公民館
14:50  両仲間団地
16:00  豊野保育園

［6日・20日］
10:30  まがの保育園

［5日・19日］
10:30  松橋保育園

［13日・27日］
15:30  大空保育園

［11日・25日］
10:30  豊川保育園

ともだちがいるって、いい。
おおきなクマとちいさなリスはいつでも一緒。た
のしい時も悲しい時も。でも・・・
「ぼくってひとりにならなきゃいけないんじゃない
のかな」
ある時リスはそんな疑問を抱き始めます。とも
だちってなんだろう。クマとリスの友情を感じる
一冊です。

朝井リョウ／著
文藝春秋
2022年8月発行

『自由を求めて冒険へ！
動物たちとの4千キロ冒険記』

春間 豪太郎／著
日本標準
2022年8月発行

『そして誰も
ゆとらなくなった』

『そばにいるよ』
スムリティ・ホールズ／著
スティーブ・スモール／イラスト
青山南／訳
化学同人
2021年2月発行

ハロウィン
スペシャルおはなし会
10/30（日） 15:00－16:00
こども絵本のいえ／定員：工作のみ10名／無料

10/29（土）－31（月） 10:00－16:00
こども絵本のいえ／無料

トリックオアトリート
～お菓子くれないといたずらしちゃうぞ～

期間中、こども絵本のいえでスタッフに「トリックオアトリー
ト!」と言うとお菓子がもらえます。また30日にはハロウィン
をテーマに絵本を選んだおはなし会を行います。
15時30分からは工作もあります。
他にもピニャータづくりや音楽会など、ハロウィンに関連した
様々なイベントを実施します。詳細は中面をご覧ください。

10/1（土）～（工作のみ要申込）申込



図書館スタッフによるおはなし会です。0歳からご参加いただけます。おはなし会

EVENT INFORMATION

感染症拡大防止のため、入場制限を設ける場合がございます。イベントへ参加いただく際は、マスクの着用、検温、アルコール消毒にご協力ください。

　102022.

本館（こども絵本のいえ）

0歳～2歳向け

10/5・19（毎月第1・3水曜）
10:30－11:00

3歳～6歳向け

10/2・16（毎月第1・3日曜）
15:00－15:30

6歳～8歳向け

10/9・23・30（毎月第2・4・5日曜）
15:00－15:30

赤ちゃんおはなし会

小川分館

0歳～2歳向け

10/12（毎月第2水曜）
14:00－14:30

三角分館

0歳～6歳向け

10/1・8・15・22（毎月第1－4土曜）
14:00－14:30

豊野分館

0歳～6歳向け

10/8・15・22（毎月第2・3・4土曜）
10:30－11:00

0歳～6歳向け

10/9・23（毎月第2・4日曜）
14:00－14:30

おひざだっこのおはなし会

イベント参加方法
イベントのお申込みは、美術館・図書館・こども絵本のいえの各カウンターまたはお電話（0964-32-6211）にて承ります。
※ 有料イベントのお支払いは、美術館カウンターにてお願いいたします。 ※ 有料イベントの参加費・材料費の払い戻しはいたしかねます。
※ 受付場所や方法が異なる場合は各イベント詳細に記載しております。 ※ 定員に達し次第受付終了です。 

10/27（木）
18:00－19:00
芝生広場／定員：10名／1,000円
講師：Body create room Laugh 裕美先生

夜の図書館でヨガ教室

宇城市文化協会会員による書道（4団体）と写真（3団体）
の作品約70点を展示。

 〈美術館展示〉

宇城市民文化祭
10/25（火）－10/30（日）
 9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

 〈美術館展示〉

第18回松美展
10/19（水）－10/23（日） 
9:00－18:00
不知火美術館 展示室／無料

松橋美術クラブ会員による油彩・水彩など、小品から
大作まで絵画作品約50点を展示。

10/1（土）～
不要

申込

9/15（木）～申込

9/15（木）～申込

9/15（木）～申込
9/15（木）～申込

10/1（土）～申込
10/1（土）～申込

不要申込

不要申込

申込

スポーツの日にちなんで、かみヒコーキをつくって飛ば
すワークショップを開催します。

かみヒコーキを
飛ばそう
10/10（月祝） 10:00－11:00
芝生広場／定員：10名／無料

地元で採れた新鮮なお野菜をぜひ味わってみてください。

つなぐマルシェ
ファーマーズマーケット
10/1（土）・2（日）
10:30－16:00
館前広場

生後2－12か月の乳児が対象のベビーマッサージです。
〈持ち物〉バスタオル、飲み物

ベビーマッサージで
わが子のからだを知ってみよう
10/6（木）10:00－11:00
こども絵本のいえ／定員：5組／1,000円
講師：ベビーマッサージ認定講師 松本先生

ペットボトルを使って簡単な工作を行います。

きんぎょのけん玉づくり

ベビーリトミック

10/8（土）
①11:00－ ②14:00－（各回1時間）

こども絵本のいえ／定員：各回5組／無料

10/22（土）
①11:00－ ②14:00－（各回1時間）

こども絵本のいえ／定員：各回5組／無料

ピニャータというメキシコのかざり＆おもちゃをつくります。
つくったピニャータでお菓子をもらいにきてね。

ハロウィン工作
ピニャータづくり

立体感覚、図形感覚を養う知育玩具・マグフォーマーを
使って親子で楽しみます。

マグフォーマーで
遊んでみよう！
10/1（土） 14:00－15:00
こども絵本のいえ／定員：5組／無料

13時から音楽と一緒に楽しむおはなし会、14時からは
子どもたちによる演奏会です。

ハロウィン音楽会
10/30（日）
13:00－15:00
芝生広場／無料
講師：おとなり音楽教室

シャボン玉であそぼう！
10/1（土）
10:00－12:00
芝生広場／無料

シャボン玉ってどうやったら作れるんだろう？みんなで
学びながら遊びましょう！

10/18（火）
10:00－10:30
こども絵本のいえ／定員：5組／500円
講師：おとなり音楽教室

生後3－12か月の赤ちゃんを対象にリトミックを行います。
お子様とのスキンシップの場としてぜひお越しください。
〈持ち物〉バスタオル

芝生広場でヨガ教室を行います。晴れだった場合は、
当日9時からさらに10名の参加を受付けます。
〈持ち物〉ヨガマット


