平成 29 年度秋の図書館まつりのお知らせ（テキスト版）
※このチラシには、ＳＰコード（音声コード）が印字されています。

豊川市中央図書館では、今年度の「秋の図書館まつり」を 2017 年 10 月 28
日(土曜日)と 29 日(日曜日)の２日間で開催します。
主なイベントの開催日程や内容は、以下のとおりです。
１

10 月 28 日と 10 月 29 日の両日に渡って継続して行われるイベント。

(1) エントランスホールで開催するイベント
ア

終日開催のイベント

(ｱ) 下水管理課及び下水整備課との図書館コラボ展示「路上のアート
マンホールの世界」展
(ｲ) 「年賀状をつくろう」展
(ｳ) おはなしのとびら 15 周年活動成果発表「クリスマスカードと手作り
おもちゃ」展
イ

10 時から 12 時と 13 時から 15 時 30 分まで
本の豊川堂による「サバイバルクイズ（協力、朝日新聞出版）」
、
「てづ

くり缶バッチをつくろう！（材料費 300 円が必要です。
）」などのコーナ
ーのほか、本の販売もあります。みんなが大好きな、ティラノ（宮西達
也／ポプラ社）もやってきます。
ウ

10 時から、豊川書籍協同組合による、子どもを対象とした「お菓子プ
レゼント」を行います。お菓子が、なくなり次第終了します。

(2) コーヒーショップ「LORO ビクトリア」で開催するイベント
9 時 30 分から 17 時までの営業時間中に喫茶や食事で利用された方に、
お楽しみ抽選券を配布。お菓子や飲食券などがあたります。
(3) 和室で終日「いけ花展示」
（小原流）
(4) ２階「修理ボランティア室」で開催するイベント
10 時から 11 時まで。修理ボランティアによる本の修理作業＆手作り本
の展示（修理作業の見学ができるほか、家庭から持ち寄った破損図書の簡
単な修理をしていただけます。

２

10 月 28 日土曜日のイベント

(1) 「おはなしのへや」で開催するイベント
ア

10 時 30 分から 11 時まで
ボランティア「絵本となかよしの会」による読み聞かせ

イ

13 時 30 分から 14 時まで
ボランティア「おはなしのとびら」による読み聞かせ

(2) 「多目的ホール」で開催するイベント
ア

11 時から 12 時まで
地域情報ライブラリーによるお楽しみ映画「ミッキーマウス」

イ

14 時から 15 時まで
クリンゲルンによるミュージックベル演奏会「聴いてみよう♪やってみ

よう！ミュージックベル」（演奏体験もできます。
）
(3) ２階「集会室」で開催するイベント
ア

10 時から 12 時まで
いけばな体験（小原流)「花はともだち、ふれあい教室」
。

イ

13 時から 16 時まで
Rainbow Reading トゥリサ先生の「ハロウィン・フェイスペインティング」

(4) ２階「プラネタリウム前」で開催するイベント
10 時から 12 時まで。豊川高等学校 茶華道部による野点（無料。先着１
００名まで）
(5) 館外（入口前付近）で開催するイベント
リサイクル雑誌（マガジン）フェア。雨天の場合は、翌日（10 月 29 日
の日曜日に順延します。
）

３

10 月 29 日日曜日のイベント

(1) 「おはなしのへや」で開催するイベント
ア

10 時 30 分から 11 時まで
ボランティア「おはなしペープサート」による読み聞かせ

イ

13 時から 13 時 30 分まで
豊川市中央図書館の職員による「おはなし会」（プレゼント付き）
・のびのびのびーる（巻き物絵本）ほか手遊びなど。
・おもしろハロウィンバッグを作ってみよう。バッグが出来たら館長
に見せてね。
（先着 50 個限定）

(2) 「多目的ホール」で開催するイベント
ア

10 時から 12 時まで
館長とつくろう！「手作り！いなりんサンバイザー」

イ

13 時から 16 時まで
おはなしペープサートによる「新聞や空き缶を使ったおもちゃ作り」

(3) ２階「集会室」で開催するイベント
ア

10 時から 11 時 45 分まで
「親子おりがみ教室」（講師：日本折り紙協会理事の半田丈直さん）
・１回目 10 時～10 時 45 分

イ

・２回目 11 時から 11 時 45 分

13 時 30 分から 15 時まで
おやこおはなしの会による「ブックトーク」
・１回目 13 時～14 時「絵本で知る韓国の衣食住」
・２回目 14 時～15 時「一番近い隣の国の昔話と民話」

４

今回から新たに加わるイベントの詳細

(1) 聴いてみよう♪。やってみよう！ミュージックベル
28 日土曜日 14 時から 15 時まで開催。対象は、子どもから大人まで。
定員は 100 名で、参加は当日直接、会場の１階多目的ホールで申込み。演
奏は、全日本ミュージックベル連盟認定講師４名からなる「クリンゲルン」
。
演奏曲目は、
「ふるさと」
、「365 日の紙飛行機」
、「勇気 100%」ほか。ベル
の美しい音色をお楽しみください。演奏体験もできます。
(2) 親子おりがみ教室
29 日日曜日 10 時から 10 時 45 分と、11 時から 11 時 45 時までの２回開
催。対象は、小学 6 年生までの児童とその保護者。定員は各回 18 組、参
加は当日直接、会場の２会集会室で申込み。講師は、日本折り紙協会理事
の半田丈直さん。折り紙の材料は、主催者側で用意。ハロウィンのカボチ
ャやクリスマスの折り紙を折ってみよう。
５

その他

(1) プラネタリウムは両日とも通常どおり上映しています。
(2) ２階通路の壁面に「プラクトピアカフェ 300 文字小説受賞作品」を展
示しています。
(3) このほか２階通路には「マンガ・ラノベコーナー」もあります。
(4) 現在、豊川市図書館の公式キャラクター「とびら」＆「しおり」が、図
書館総合展の「2017 図書館キャラクター・グランプリ」にエントリー中で
す。応援よろしくお願いします。
６

問合せ先
豊川市中央図書館（豊川市諏訪 1 丁目６３）
電話 85-5536

