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これまでも、これう`らとも

よおらぴといっしょ !

東浦町中央図書館は令和4年4月 1日 より

l本ノ代)図書館流通センターが管理・運営します。
きくらび

ゆめらび

図書館の行事案内
il学習室が利用 しやすくなります !

0学習室の座席予約システム導入 (7月 頃)

自分のス貿木やパソコン、館内

端末から学習室の座席の予約

ができるようになります。

■定例おはなし会

●幼児封象 :毎週水曜日午前11時～11時30分

0全年齢姑象 :毎週土曜日午前11時～11時30分

●場 所 :むはなしコーナー

0話し手 :ボランティアカし―フk

よむらびサポー歩― など

1特集展示を行っています !

7月

8月

9月

10月

11月

12月
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2月

|よむらびフギタ恥

■雑詭・本のリサイクん展

0と き:雑詫…6月 18日 (上)午後1時～

本……11月 12日 (上)午後1時～

0ところ:図書館2階 大会議室

図書館で使わなくなつた
雑誌や本を無料で
差し上げます。

0と き:7月 30日 (上)

午前10時～午後3時 (予定)

.I DVD上
映会

子ども向け

7月 23日 (上)映画「くまのがっこう」

3月 4日 (上)「 おしりたんてい」

大人向け………………°・°……………………… j・

9月 10日 (上)「 貿チネの終わりに」ど梁桑翠.禁嘉ド0
1月 14日 (土)

「すみつコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」

―
|ク リスマス会

0と き判2月 η7日 (上 )

午前10時～午後2時 (予定)

ミュージックベル、
読み聞かせや工作
などを楽しもう !

その他にも行事を予定しています !

ぜひ、ご参加ください♪

0読書盛姐文の書き方講座(7月 頃)

0本の修理講座(8月 頃)

0「鳥蠍図力《ら学ぶ郷土」l ll,(題)(9月 頃)

0よむらびコンサート(10月 頃)

0消 しゴムはんこ作り講座(11月 頃)など

ブックスタート事業

4カ月児と1歳 6カ月健診時に

絵本の引換券をお配りしています。

赤ちゃんと/堂通う楽しい

ひと時に、ご活用ください。

夏休み自由研究の本

平和について考えよう/緑陰図書

記知症への理解を深めよう

いよいよ開園 !ジブリパーク

ティーシズにおすすめの本

クリス貿ス特集/「 どうする家康」

夢P年はよむらびどし1

ねこ科大集合 !

基I
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よもちびソング

2016年夏に菊帝の子どもたちから

募集 した吉葉を、よむらびサポー

ターズがまとめて歌を作りました♪

みんなで歌っちゃなう !

よむらび電子図書館

東浦町に在住の方で

東浦町中央図書館の

図書館カードを持っている方なら

いつでもどこでも電子書籍が借りられま

電子図書館ってなに?

デジタルイしされた書籍を

ジ〔ソコンやタブレット、ス

貿―トフォンなどで、24時間365日

いつでもどこでも借 りて読むことができる

サービスです。 ※通信費は自己負担です。

よむらびサポーター募集

図書館を一緒に基り上げて  図藝剖発

みませんか?             チエツク

よむらびん0
動画 (YouTube)で
聞いてみよう !

盤
を よ む ら び ソ ン グ    作詞 :束浦の子どもたち (編集 :杉浦 意子)作 da i村松 霙子

〕‐〕∽

東,南劉丁

中央図書館

電子図書館

回き館のi音 勤it

峯殉田してみません0・ ?

図書館ボランティア募集

本棚の整理整頓などプチ司書体験しませんか?

0封 象 :町内在住または

町内在学の」ヽ学5年生から高校生

※Jヽ中学生は学校を通して募集を行います。

※高校生の募集吉髯田は、広報ひがしうらをご覧ください。

東浦町中央図書館
―

1開館時間 午前 9時～午後 7時

所在地 愛欠日県知多郡東浦町大字緒川字平成81

電  話  0562-84-2800

①毎週月曜日(祝日は開館)

夏休みの8/1・ 8・ 15。 221よ 開館

②特別資料整理期間(2/13～ 17)

③年末年始期間(12/28～ 1/4)

※施設管理のため
臨時休館する場合があります。

これまで=七 、これう`らこ七

よおらすといっしょ!

ヤライア

本の妖精

よむらび

鰻
こもれびとしよかん 本の森

本をかりて わくわくわく

いつぱいよんで ドキドキドキ

鰺
本のようせい よむらび

よむよむ よむらぴ ペラペラ

きょうは なんさつ よめるかな

たのしくよんで みんなハッピー

よむらび みんなの にんともの

大大大すき よむらび

rミ .ぅ

これから つづく ものがたり

よむらぴいっしよに たのしもう

本の世界ヘ ランララーン

みんなともだち 心(ぎかぽか

みんなえがお につこにこ

大大大すき としよかん

ラブラブラブラブブックよむらび

ラブラブラブラブブック東浦っ子

糸はさぃこぅ
夢を集めて

大大大すき

本はともだち

大ぼうけん

としよかん

絨 言羊細は、

図書館HPで
チェック

Twitter・ Facebookや ってます
本の情幸Rはもちろん、図書館 口 1縛館

田
=熙の日常やイベント情幸Rなど随

時交市しています。

ぜひ遊びに来てくださいね !

ぐるぐる図書館h東浦オーナー募集

難 軸

瓢

輯
円丁内13館開館中 !

あなたもぜひ、自分色の図書館

オーナーをはじめてみませんか?
詳細は図書館HPで

チェック
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