
１０月１６日（日）に黒埼図書館

体験コーナーなどのイベントを

☆午前１０時～午後４時（無くなり

☆整理券を９時から配布（無料）

☆正午まで入場人数・時間制限あり

☆持ち帰り制限あり 一般書：どなたでも

        児童書：子

☆１０個たまるとプレゼントがもらえる

なしのじかんスタンプカード」

へ参加すると，スタンプが２つ

☆参加したお子さん１人に１枚るーぽんシール

もプレゼント！ 

☆本を保護フィルムでコーティングし

豆本作りを楽しんでみませんか

 時間：午後１時３０分～４時

 申込：当日お申込みください。

    随時受付（受付は午後３

 対象：本のコーティング・・・

    豆本づくり・・・小学生以上

１

２

３

４

時 間 

１０：１０～１０：３０

１０：４０～１１：００

１１：１０～１１：３０

１１：４０～１２：１０

黒埼図書館まつりを開催します。古本市、

コーナーなどのイベントを行います。みなさん、ぜひ遊びに来

Ｈ

発行



sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

くなり次第終了）

あり（午後から制限なし） 

どなたでも１人１０冊まで

子どものみ１人５冊まで 

たまるとプレゼントがもらえる「おは

」に，一つの回

つ押せます。 

るーぽんシール

フィルムでコーティングしたり、 

しんでみませんか？ 

３時３０分まで）

のコーティング・・・中学生以上 

小学生以上

入場時間（入替制） 
※入替の際に、本は補充します

１０：００～１０：２０ 

２ １０：３０～１０：５０ 

１１：００～１１：２０ 

４ １１：３０～１１：５０ 

内 容 

３０ 絵本の読み聞かせ等 

００ わらべうた 

３０ 絵本の読み聞かせ等 

１０ 昔ばなし 

おはなしマラソン、

来てください！ 
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９月１７日（土）に第３回大人

「新感覚☆読書部」を開催しました

今回のテーマは「プチ製本体験

ノートなどを綴じられる本を作

当日は、１３名の方が参加してくれました

参加者のみなさんからは、「思

きたので、また自分で作ってみたくなりました

「工作が不得手ですが、まあまあ

います」、「手伝いあいながら作

すごく良かったです」などの感想

た。 

全国の書店員が一番売りたい本

過去の本屋大賞上位受賞作の中

西区図書館大賞を決定します！

 ◆投票期間  １０月６日（

 ◆対 象   どなたでも 

 ◆投票場所  坂井輪図書館

スカッとしたい時、ジーンとしたい

そんなとき、みなさんはどんな

 ◆投票期間  １０月６日（

 ◆対 象   どなたでも

 ◆投票場所  坂井輪図書館

大人の部活 

しました。 

製本体験」。はがきや読書

作りました。 

してくれました。 

思ったより手軽にで

ってみたくなりました」、

まあまあ良くできたと思

作っている雰囲気も

感想をいただきまし

本を選ぶ「本屋大賞」を図書館版にアレンジ

中から、みなさんが一番だと思うものに投票

（木）～１１月３０日（水） 

坂井輪図書館、内野図書館、黒埼図書館 

ジーンとしたい時、キュンキュンしたい時、ワクワク

みなさんはどんな本を読みますか？ あなたの推し本を紹介

（木）～１２月６日（火） 

坂井輪図書館、内野図書館、黒埼図書館 

にアレンジ！ 

投票してください。 

ワクワクしたい時・・・ 

紹介してください！ 



展示コーナー 

いろいろなイベント会場におじゃまして

おでかけ図書館。今回は、「ふれあい

長サミット2016」、「ふれ！ふれ

 どの会場でも、たくさんの方

熱心に本をご覧になったり、お

ていかれました。また、「ふれあい

「ふれ！ふれ！西区ふれあいまつり

づくりも行い、子どもたちが楽

ていました。みなさんありがとうございました

●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「みんなの気分別

         「おやすみなさいの

・新刊コーナー  「西区図書館大賞

・郷土資料コーナー「味覚で楽しむにいがた

●内野図書館 

・一般展示コーナー「西区図書館大賞

・児童展示コーナー「ハッピーハロウィン

・特設入口掲示板 「みんなの気分別

★藤沢周コーナー、リニューアルしました

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「西区図書館大賞

「みんなの気分別

・児童展示コーナー「おいしいものがでてくる

・展示ケース   「山田慶二氏画

におじゃまして、本の貸し出しや利用者登録などを

ふれあい坂井輪まつり」、「鎌田實講演会×本州東日本西区

ふれ！西区ふれあいまつり」に参加しました

方が来場してくださり、 

お気に入りの本を借り 

ふれあい坂井輪まつり」と 

ふれあいまつり」では、しおり 

楽しそうにしおりを作っ 

みなさんありがとうございました！ 当日配布したチラシを
で貸出や登録をしてくれた
ｏｒしおりをプレゼント

気分別・推し本！」 

おやすみなさいの本」 

西区図書館大賞」 

しむにいがた」 

西区図書館大賞」 

ハッピーハロウィン」 

気分別・推し本！」 

リニューアルしました！ 

西区図書館大賞」、「○○の秋」 

気分別・推し本！」 

おいしいものがでてくる本
ほん

」 

山田慶二氏画 黒埼まつり」 

などを行う 

本州東日本西区

しました。 

したチラシを持って、西区の図書館
をしてくれた方にブックカバー 

しおりをプレゼント！ 



◆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

ＪＲ越後線

内野小

内野駅

新潟大学

内野町郵便局

至
新
潟
大
学
前
駅

至
内
野
西
が
丘
駅

新潟西商工会
至
新
潟
市
街

新潟・亀田・内野線

図書館
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坂井東三丁目坂井東小学校入口
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定期事業 

○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

○坂井輪図書館 
  １０月１２日（水） 10時～
坂井輪地区公民館 講座室３

  テーマ図書 「雪の花」 吉村昭
   ＊申し込み不要です。本を

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

※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

至巻潟東ＩＣ 至燕三条駅

北
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黒埼出張所

大野町

至三条
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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

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

～正午   
３
吉村昭/著 
を読んでご参加ください。

おはなしのじかんスタンプ

があります。 

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


