
夏休みは図書館へ行こう！

区 図書館名･申込先 行事名 日時 対象・定員･申込方法

夏の親子おはなし会
7/21（土）
①10：00～10：30
②11：00～11：30

対象：①3・4歳児②5歳児～小学生
定員：各先着30人程度
申込：当日直接会場へ

高校生が語るおはなし会
7/22、29
8/5、12、19（日）
11：00～11：30

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：各先着30人程度
申込：当日直接会場へ

親子図書館たんけんツアー

7/27（金）
①10：00～12：00
7/28（土）
②10：00～12：00

対象：小学生の親子（子どものみの参加可）
定員：各20人
申込：7/9（月）必着。往復はがきで

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/26(木）、27（金）
①9：30～12：00
②13：30～16：00

対象：小学3年生
定員：各6人（多数の場合は抽選）
申込：7/15（日）必着。往復はがきで

夏のこわ～いお話
～古典落語から～

7/31（火）
10：30～11：30

対象：子どもから大人まで
定員：先着50人
申込：7/4（水）から直接または電話で

科学であそぼう　‐リサイクル工作
‐　　　　　　　　ガス管で「万華鏡」
をつくろう！

8/10（金）
10：00～12：00

対象：小学生
定員：先着20人
申込：7/4（水）から直接または電話で

白旗分館
〒260-0841
白旗1-3-16

電話264-8566

夏の親子おはなし会
7/18（水）
15:30～16:00

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：先着20人程度
申込：当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

8/1（水)、2（木）
10：00～12：00

対象：小学3年生
定員：各10人（多数の場合は抽選）
申込：7/15（日）必着。往復はがきで。

科学あそびの部屋 8/8（水）～10（金）
9：30～12：30

対象：4歳児以上とその保護者（未就学児は
　　    保護者同伴）
申込：当日直接会場へ（時間中出入り自由）
　　　   （入室は12:00まで）

夏の子ども映画会 8/22（水）
10:30～12:00

対象：4歳児～小学生とその保護者
（未就学児 は保護者同伴）
定員：先着30人程度
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
8/24（金）
10:30～11:00

対象：3～5歳児とその保護者
定員：先着30人程度
申込：当日直接会場へ

花見川団地分館
〒262-0046

花見川3-31-101
電話250-5111

工作あそび
７/26（木）
10：00～12：00

対象：小学生
定員：先着15人程度
申込：7/5（木）から直接または電話で

夏の親子おはなし会
７/20(金)
①15:15～15:45
②16:15～16:45

対象：①3～6歳児②小学生
定員：各先着30人
申込：当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/25(水)・26(木)
10:00～12:00

対象：小学3年生
定員：各10人
申込：7/15(日）必着。往復はがきで

夏休み子どもアニメ鑑賞会

①8/1(水)
10:00～11:00
②8/2(木)
10:00～11:00

対象：①3～6歳児（保護者同伴可）　②小学生
定員：先着30人
申込：当日直接会場へ

稲
毛
区

稲毛図書館
〒263-0043
小仲台5-1-1
電話254-1845

各図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。参加費無料。
※往復はがきで申し込む場合は、必要事項と希望日時（第2希望まで）を明記して、各図書館へ。
指定のないものは多数の場合抽選。

中
央
区

中央図書館
〒260－0045
弁天３－７－７
電話287-3980

花
見
川
区

花見川図書館
〒262-0005

こてはし台5-9-7
電話250-2851

みやこ図書館
〒260－0001
都町3－11－3
電話233-8333
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子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/25(水)
①10：00～12：00

対象：小学3年生
定員：先着4人
申込：7/15（日）から直接または電話で

夏の親子おはなし会
7/27(金）
①10：00～10：30
②11：00～11：30

対象：①3・4歳児②5歳児～小学生
定員：各先着20人
申込：当日直接会場へ

小学生かんたん工作
8/1（水）
10：00～12：00

対象：小学生
定員：先着10人
申込：7/15（日）から直接または電話で

西都賀分館
〒264-0026
西都賀2-8-8
電話254-8681

夏の親子おはなし会
7/25(水)
①10:00～10:30
②10：45～11:15

対象：①3・4歳児②5歳児～小学生
定員：各先着20人程度
申込：当日直接会場へ

泉分館
〒265-0053

野呂町.622-10
電話228-2982

夏の親子おはなし会
7/28(土)
11:00～11:30

対象：3歳児～小学生
定員：先着30人
申込：当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/25（水）、26（木）
10:00～12:00

対象：小学3年生
定員：各10人
申込：7/15(日）必着。往復はがきで
　　　　（応募者多数の場合抽選）

夏の親子おはなし会
　（鎌取コミュニティセンター共催）

8/3（金）
①11：00～11：30
②15：30～16：00
③16：00～16：30

対象：①2・3歳児とその保護者
　　　　②4歳児以上とその保護者
　　　　③小学生とその保護者
定員：各先着30人
申込：当日直接会場へ

オリジナル豆本づくり
8/8（水）
10：00～12：00

対象：小学生
定員：先着30人程度
申込：7/3(火）から
　　　　直接または電話で

夏休み子ども映画会
   (鎌取コミュニティセンター共催)

8/25（土）
10：30～11：30

対象：小学生以下とその保護者
定員：先着220人
申込：当日直接会場へ
会場：鎌取コミュニティセンター3階多目的ホー
ル

あすみが丘分館
〒267－0066

あすみが丘7-2-4
電話295-0200

親子おはなし会
7/25（水）
15:45～16:15

対象：3歳児以上
定員：先着20人程度
申込：当日直接会場へ

土気図書室
〒267-0071
土気町1634

電話294-1666
夏の親子おはなし会

8/1（水）
15:00～15：30

対象：3歳児以上とその保護者
定員：先着20人
申込：当日直接会場へ
会場：土気公民館集会室

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/25(水)・26(木)
①9:30～12:00
②13：30～16：00

対象：小学3年生
定員：各4人（多数の場合は抽選）
申込：7/3(火）から7/11（水)まで
往復はがきまたは直接来館

小学生のための夏休み
おはなし会
(絵本の読み聞かせと工作）

8/1（水)
10：15～11：45

対象：小学生
定員：先着30人程度
申込： 7/3(火）から
直接または電話で

打瀬分館
〒261-0013
打瀬2-13

電話272-4646

夏の親子おはなし会

7/26（木）
①15：30～16：00
②16：00～16：30

対象：①3・4歳児②5歳児～小学生
定員：各先着30人程度
申込：当日直接会場へ

美浜図書館
〒261-0004
高洲3-12-1

電話277-3003

緑
区

美
浜
区

緑図書館
〒266-0031

おゆみ野3－15－2
電話293-5080

若
葉
区

若葉図書館
〒264-0004

千城台西2-１-１
電話237-9361
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