
図書館で、おはなし会や

大人も子どもも参加できます

あなたのおすすめの本を紹介

紹介カードに、好きな本の題名や

を書いてください。図書館内に紹介

します。子どもも大人もご参加ください

春
はる

にぴったりの絵本
えほ ん

やおはなしを

リレー形式
けいしき

で 1日に 5回
かい

のおはなし

午前
ごぜ ん

と午後
ご ご

の間
あいだ

に「カルタであそぼう

時
じ

 間
かん

① 午前
ごぜ ん

10 時 30分から 10時 50

② 午前
ごぜ ん

11 時から11時 25分 

③ 午前
ごぜ ん

11 時 30分から 11時 55

④ 午後
ご ご

1 時から1時45分 

⑤ 午後
ご ご

2 時から2時25分 

⑥ 午後
ご ご

2 時 30 分から2時55 分

はる 

「しらかし」は豊栄図書館正面にあるシンボルツリーの樹種です。

や、しおり作りを楽しもう！ 

できます。ご来館をお待ちしています

してください。 

や一言メッセージ

紹介カードを掲示

ください。 

やおはなしを、いっしょに楽
たの

しみましょう！ 

のおはなし会
かい

があります。 

カルタであそぼう！」もあります。 

対
たい

 象
しょう

内
ない

 容
よう

50 分 ０から 2歳
さい

おはなし会
かい

幼児
よう じ

から 

55 分 

カルタであそぼう！ 

おはなし会
かい

分

読書のおともに

ルしおりはいかがですか

幼児から

保護者
ほ ご し ゃ

「しらかし」は豊栄図書館正面にあるシンボルツリーの樹種です。

ちしています。 

担当
たんとう

グループ等
とう

豊栄
とよさか

図書館
としょかん

職 員
しょくいん

こんぺいとう 

おはなしバスケット 

豊栄
とよさか

図書館
としょかん

応援団
おうえんだん

クリーク･クラック 

豊栄
とよさか

図書館
としょかん

応援団
おうえんだん

のおともに、オリジナ

ルしおりはいかがですか。

から作れます。

保護者
ほ ご し ゃ

の方
かた

も参加
さん か

できます！



図書館での活動 

★「夏のふしぎなおはなし会」の開催 

★「冬のふしぎなおはなし会」の開催

図書館での活動 

★豊栄図書館「おはなしのじかん」 

毎月第１土曜日 午後２時から２時30分 

★「夏のおはなし会」の開催 

★「冬のおはなし会」の開催

図書館での活動 

★「石塚さんの 

  昔ばなしを楽しむ会」の開催 

図書館での活動 

★豊栄図書館「おはなしのじかん」 

毎月第４土曜日 

午後 2時から 2時 30分 

図書館での活動 

★松浜図書館「おはなしのじかん」 

毎月第２土曜日 午前11時から11時30分 

図書館での活動 

★豊栄図書館「おはなしのじかん」 

毎月第４日曜日（祝日を除く） 

午後３時から３時30分 

★返却本の配架 

毎週水曜日・土曜日・日曜日 

★「わくわく体験夏まつり」の開催 

★「わくわく読書会」の開催

豊栄図書館長 池田 肇 

この 4月に豊栄図書館長に着任しました池田です。以前は都市整備部門 

で下水道や道路の整備をはじめとした「まちづくり」に携わっていました。 

生まれも育ちも北区新崎で新井郷川の川端に住んでいますが、健康維持と 

おいしい晩酌のため天気の良い日は約6.5ｋｍを20分かけて自転車で通勤 

しています。特に夏場の冷たいビールは最高です。まだなれない図書館勤務 

ですが、地域の方々と一緒になってより使いやすくまた魅力ある図書館を 

目指していきますので、ぜひ足を運んでご意見などをお聞かせください。 

紹介します！

北区の図書館では、多くのボランティアグループが活動しています。活動内容は絵本の読み聞

かせや返却本の配架(棚に戻す作業)、イベントの開催などです。各グループの活動日・活動内

容をご紹介します。活動に興味のある方は、豊栄図書館・松浜図書館にお問い合わせください。

豊栄図書館前の満開の桜 (4月上旬)
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職員によるおはなしのじかん 

★赤ちゃん（０から2歳）向け

毎週木曜日 午前 11時から11時 20分 

＊2階 和室にて＊ 

★幼児・児童向け   

毎週日曜日 午後３時から３時20分 

＊図書館内（児童書コーナー）にて＊ 

赤ちゃんタイム 

「赤ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな

お子さんをお連れの方が、図書館で気楽

に過ごせる時間です。 

毎週木曜日  午前 10時から午後1時 
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豊栄図書館キャラクター  とよたん 

定例会のご案内 

＊おはなしのへや にて＊

職員によるおはなしのじかん 

★赤ちゃん（０から２歳）と保護者向け

毎週土曜日 午前10時30分から10時50分

★幼児から 

毎週日曜日 午前 10時 30分から11時 

ボランティアによるおはなしのじかん 

★幼児から 

第１土曜日 午後 2時から 2時30分 

（おはなしバスケット）

第４土曜日 午後２時から2時 30分 

（クリーク・クラック）

第４日曜日 午後 3時から 3時30分 

（豊栄図書館応援団）※祝日を除く

わらべうたのじかん 

★幼児・小学生と保護者向け

第2土曜日  午後 2時から2時45分 

※祝日を除く

くわしくは、館内のチラシをご覧ください！

絵本やおはなしを楽しむ 

「おはなしのじかん」と、 

わらべうたで遊ぶ「わらべうたのじ

かん」の予定です 

＊集会室 にて＊

赤ちゃんタイム 

 「赤ちゃんタイム」は赤ちゃんや小さな

お子さんをお連れの方が、図書館で気楽に

過ごせる時間です。 

毎週土曜日  午前 10時から12時 

ボランティアによるおはなしのじかん

★乳幼児から 

第２土曜日 午前 11時から11時 30分 

（こんぺいとう）  

＊2階 和室にて＊


