
おおむね５０歳以上

◆開催日 12月 4日（金）

◆会場  坂井輪図書館３階

◆対象者 おおむね５０歳以上

◆定員  各回１５人（いずれか

◆内容  タブレット端末の操作

◆申込方法 １１月１６日（月

電話で坂井輪地区公民館

◆主催  坂井輪地区公民館、

新潟市立図書館では、10 月

として、「なじらね？この本」

 みなさんのおすすめ本をメッセージとともに

あなたのおすすめの一冊が、

 この他にも、市内図書館では

来てください！ ※詳細は市報

歳以上のタブレット操作経験がない方を対象にした体験講座

① 午前１０時３０分から１２時 ② 午後２

 ※内容は２回とも同じです。 

読書・学習コーナー 

歳以上のタブレット操作経験がない方 

いずれか１回のみ） 応募多数の場合抽選 

操作、タブレットの便利さ・危険性など 

月）午前１０時から１１月２５日（水）午後４時

坂井輪地区公民館（ 025-269-2043） 

坂井輪図書館

Ｈ
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sakaiwa.cl@city.niigata.lg.jp

月２４日（土）から１２月 1 日（火）まで

」を実施しています。 

をメッセージとともに“ふせん”に書いて紹介

誰かの新しい出会いになります。 

では様々のイベントを開催しています。ぜひ

市報、区だより、館内チラシ、ホームページなど

ハリーポッター 

最高！ 

みなさんのおすすめ

書いて貼ってください

“わたしも

は★シールを

体験講座です。 

２時から３時３０分 

時までに 
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まで秋の読書週間行事

紹介してください。

ぜひ図書館に遊びに

ホームページなどをご覧ください。

みなさんのおすすめ本をふせんに

ってください！ 

わたしも好き！”というものに

シールを貼ってね！ 



10月 25日、黒埼図書館で行われた

晴天ではありましたが北風が吹

はなしマラソン、本のコーティング

段はできないおしゃべりをすることができたのも

①開館１時間以上前から古本市のために

いう方も多く、今回は寄贈いただいた

きました。 

②絵本の読み聞かせやわらべうた

③今回初めて本のコーティング体験

ィングしていただきました。みなさん

ことができました。

坂井輪図書館では、１０月のハ

ロウィン展示にあわせ、ミニイベ

ントを開催。 

子どもたちがカウンターで、 

「トリック・オア・トリート！」

と言うと・・・ 

 ジャック・オ・ランタンやおば

けの折り紙をプレゼント！ 

 最初は恥ずかしそうにしてた

けど、プレゼントをもらうとみん

な笑顔になりました。 

ハッピィハロウィン！！ 

われた第12回黒埼図書館まつり。 

吹く中、多くの方が遊びにきてくれました

のコーティング体験講座を開催。お客さまやボランティアさんたちとも

はできないおしゃべりをすることができたのも、まつりならではのことでした

のために長蛇の列ができました。毎年楽しみにしていらっしゃると

いただいた約3500冊の本を展示し、300

かせやわらべうた、昔話を小さなお子さんから大人まで楽

体験を実施。ご自宅から持ってきた本を図書館

みなさん、慎重に作業され、お気に入りの

のハ

ミニイベ

！」

やおば

ずかしそうにしてた

プレゼントをもらうとみん

折り

記念すべき３５０人目の 

お友達には、超レア！ 

世界に一つだけ(？)の 

金のジャック・オ・ランタン

をプレゼント！ 

びにきてくれました。当日は、古本市、お

さまやボランティアさんたちとも、普

まつりならではのことでした。 

しみにしていらっしゃると

300人の方に来場していただ

楽しんでいただきました。

図書館の本のようにコーテ

りの 1 冊にカバーをつける

り紙をプレゼント！



●坂井輪図書館

・企画展示コーナー「なじらね？

         「ブック・ガイド・ブック

・新刊コーナー「手帳ｄｅ情報整理

・郷土資料コーナー「るーとに載

●内野図書館

・一般展示コーナー「本を読むひと

・児童展示コーナー「どくしょのセカイ

●黒埼図書館 

・一般展示コーナー「睡眠」 

・季節展示コーナー「芸術の秋」

・児童展示コーナー「いってみたいな

・展示ケース   「山田慶二氏画

展示コーナー 

１０/27（火）、坂井輪図書館では、

グループ「３びきの子ぶた」さんとの

となのためのおはなしのじかん”を開催

これは、大人向けの絵本の読み聞

読をするもので、大人にも本の楽しさを

もらうことを目的として行いました。

当日は多くの方が参加してくださり

力を十分に感じていただけたと思います

？この本 職員おすすめ本」 

ブック・ガイド・ブック」 

情報整理」 

載った本たち」 

むひと」 

どくしょのセカイ」 

いってみたいな  遠い国」 

山田慶二氏画 黒埼のお寺・神社」 

ボランティア

さんとの共催で、“お

開催しました。

聞かせや詩の朗

しさを体験して

。 

してくださり、絵本の魅

います。 

10/31（土）、内野小学校

してきました。 

 改装して新しくきれいになった

でのイベントです。「図書館

題して，お天気をテーマに

介・気象予報士によるお

最後は，みんなでじゃんけん

り上がりました。 

内野小学校 PTA 文化祭に参加

しくきれいになった小学校図書室

図書館でお天気ライブ」と

をテーマに，おはなし会・本の紹

お天気講座を行いました。

みんなでじゃんけん大会や手遊びで盛



☆おはなしのじかん
図書館 

坂井輪図書館 
毎週火曜日10

第 2･4土曜日

★特別開催 

８日（日）10

１５日（日）

２２日（日）

内野図書館 毎週水曜日（

★特別開催 
７日（土）

１４日（土）

黒埼図書館 
毎週水曜日（

毎月第1･3･

西内野地区図書室 毎週土曜日（

◆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 

西区役所西出張所
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坂井東三丁目坂井東小学校入口

西区役所前

定期事業 

○坂井輪図書館 

  １１月１１日（水） 10時～正午

坂井輪地区公民館 講座室３ 

  テーマ：『わたしの「女工哀史」』高井

※申込みはいりません。お気軽にご参加

おはなしのじかん（★読書週間特別開催もあります）
日時 

10時 30分～16時（1組 10分程度）

土曜日10時 30分～11時 

10時 30分～11時 （かみしばい） 

10時 30分～11時（かみしばい） 

10時 30分～11時 

（第１を除く）15時 30分～16時 

11時～11時 30分 

10時 30分～11時 

（第１を除く）10時 30分～11時 

4土曜日   11時～11時 30分 

（祝日は除く）14時～14時 30分 

◆黒埼図書館

)  西区金巻7４６-4 

TEL 025-377-5300 

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
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黒埼出張所
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国
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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

高井としを/著

○坂井輪図書館 

毎月第１水曜日正午頃

坂井輪図書館１階

   ※なくなり次第終了

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

水曜日正午頃～第３日曜日17時 

階まちづくりセンター 

次第終了となります


