
お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなしのじかんに

ぬいぐるみはそのあとお泊まりをして

探検のときの様子は写真を撮ってお

 ◆日時：５月３日（火・祝） 

     午前１０時３０分～１１

 ◆場所：坂井輪図書館２階おはなしのへや

 ◆人数：先着１５名 

  ぬいぐるみの返却は５月８日～

 ※事前申込み不要。ただし、当日

参加された方のみのイベントです。

５０ｃｍ以内１人一体まで。高価なものはご

西区図書館では、「こどもの

5月31日（火）まで様々なイベントを

みなさんのおすすめの本を、メッセージとともに

あなたのおすすめの一冊が、誰かのあたらしい

【展示期間】 

 ４月２３日（土）～５月３１日

におはなしのじかんに参加しよう！ 

まりをして、坂井輪図書館の中を探検します。 

ってお迎えに来たときにプレゼント！ 

１１時 

おはなしのへや

～１５日 

当日のおはなしのじかんに 

。ぬいぐるみの体長は 

なものはご遠慮ください。 

Ｈ
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sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

こどもの読書週間」にあわせ、4月２３日（土）

なイベントを開催します。 

メッセージとともに“紹介カード”に書いて紹介

かのあたらしい出会いになります。 

（火）   ☆市立図書館１９館で開催！
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）から

紹介してください。 



小さいお子さん連れの方が気兼ねなく

利用できる時間です。絵本の読み

関する相談にも応じます。 

☆坂井輪図書館 毎週火曜日 

 午前 10時～午後1時 2・3階全

☆内野図書館 毎週金曜日 

 午前 10時30分～正午 図書館全

☆黒埼図書館 毎月第2～5水曜日

 午前 10時～正午 おはなしのへや・

相続・遺言・エンディングノートについて
してみませんか？  ※秘密

◆開催日時 奇数月第１月曜

平成２８年５月

       平成２９年１月

        １回目 午後

        ２回目 午後

   ※各回１組

◆会場   坂井輪地区公民館

◆対象   新潟市に在住もしくは

      要事前申込み、先着順

◆申込み  下記のいずれかの

・坂井輪図書館へ

      ・メール（sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

      ・図書館で配布

ださい。 

※受付は４／

みなさん、図書館

ねなく図書館を

み聞かせや本に

階全フロア 

図書館全フロア 

水曜日

おはなしのへや・講座室 

 本を借りてくれたお

なプレゼントを用意しています

 ◆日時：５月３日（火

5月５日（木

 ◆場所：坂井輪図書館

 ◆対象：乳幼児～小学生

・エンディングノートについて、専門家である
秘密は固く守られます。 

月曜（１月のみ第２月曜日）

月２日・７月４日・９月５日・１１月７

月９日・３月６日 

午後１時～２時 

午後２時～３時 

組（一度に複数のコマの予約不可） 

坂井輪地区公民館 １階 音楽室１ 

もしくは在勤・在学の方 

先着順

のいずれかの方法 

へ電話かＦＡＸ （／Fax 025-260

sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp） 

している「申込書」に記入し、図書館カウンターへご

／１７（日）から

図書館に遊びに来てください！

子さんにささやか

しています！ 

火・祝） 

木・祝） 

坂井輪図書館 ２階カウンター

小学生

である行政書士に相談

７日 

260-3242） 

カウンターへご持参く

！



●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「いぬ最高！

・新刊コーナー「百人一首 映画『

・郷土資料コーナー「新潟の芸術

●内野図書館

・一般展示コーナー「Ｇ７の食と

・児童展示コーナー「はなややさいをそだてるよろこび

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「趣味を広げる

・児童展示コーナー「春です お

・展示ケース   「山田慶二氏画

展示コーナー 

これまで「返却ポスト」は閉館時

終日返却ができるようになりました

◆返却資料をポストに入れても

る場合は、ポストには入れずに

◆市外の図書館から借りた相互貸借資料

◇【坂井輪】ＣＤ・ＤＶＤは、

◇【内野・黒埼】ＣＤ・ＤＶＤ

しください。 

◇【内野】建物に入れる時間は

４月からセルフ貸出方式の採用

また、利用方法等もいくつか変更点

詳しくは、坂井輪図書館までお

」 

『ちはやふる』タイアップ企画」

芸術に触れる」 

と農業」 

はなややさいをそだてるよろこび」 

げる」 

お外に出かけよう！」 

山田慶二氏画 懐かしの電鉄」 

閉館時のみご利用いただいていましたが、

ができるようになりました。 

れても、すぐには返却処理がされません。その

れずに、これまでどおりカウンターへお返

相互貸借資料、大型絵本は必ずカウンターへお

、これまでどおり開館時に３階カウンター

ＤＶＤは返せません。ＡＶ（視聴覚資料）取扱館

は、図書館入口の返却口も使えます。 

採用により、西区7地区図書室の開室時間

変更点があります。 

までお問い合わせください。 

４月１日（金）から、

その日に他の資料を借り

返しください。

ずカウンターへお返しください。 

カウンターへお返しください。

取扱館へ、開館中にお返

時間が延長されました。



◆坂井輪図書館

西区寺尾上3-1-1（2･3階）   

TEL 025-260-3242

◆内野図書館 ◆

西区内野町603(西地区公民館1階)  

TEL 025-261-0032 

図書館 

坂井輪図書館 
毎週火曜日10時

第2･4土曜日10

内野図書館 毎週金曜日10時

黒埼図書館 
毎週水曜日（第１

毎月第1･3･4土曜日

西内野地区図書室 毎週土曜日（祝日

西区役所西出張所
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定期事業 

○坂井輪図書館 

  ４月１３日（水） 10時～正午

坂井輪地区公民館 講座室３

  テーマ図書 「わたしを離さないで

○坂井輪図書館 

毎月第１水曜日正午頃～第３日曜日

※なくなり次第終了となります

※申込みはいりません。お気軽にご参加

◆黒埼図書館

)  西区金巻7４６-4 

TEL 025-377-5300 

日時 

時30分～16時（1組 10分程度） 

10時 30分～11時 

時 30分～12時（1組 10分程度） 

を除く）10時 30分～11時 

土曜日   11時～11時 30分 

祝日は除く）14時～14時 30分 

大野小

至亀貝ＩＣ

信濃川大橋西詰

興野

総合体育館

鳥原

黒鳥

至新潟駅至新潟西ＩＣ
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図書館

至木場方面

北場

○開館日 

・月～木・土：10:00～19:00 

・日・祝日：10:00～17:00 

○休館日 

・毎週金曜日・図書整理日（毎月第１水曜日）

・年末年始（12/29～1/3） 

・蔵書点検期間 

○開館日 

・火～金：10:00

・土・日：10:00

○休館日 

・毎週月曜日

・国民の祝日

火も休館。ただし

・年末年始（12/29

・蔵書点検期間

正午

さないで」 カズオ・イシグロ/著

日曜日17時 坂井輪図書館１階まちづくりセンター

となります

西区共通の「おはなしのじ

かんスタンプカード」 

があります。 

どうぞご利用ください♪ 

参加ください♪ 

）

10:00～19:00 

10:00～17:00 

・図書整理日 

（祝日が日または月の場合

ただし5/3・11/3開館）

12/29～1/3） 

蔵書点検期間

まちづくりセンター


