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子どもに本を届ける事業 スタート

友達と一緒に本を読む子どもたち

「どれにしょうかなぁ・・・」 本を選ぶ子どもたち

枚方市では昨年度より、子どもたちがたくさんの豊かな本と出合うことができるよう「枚方市子
どもに本を届ける基金」を創設しました。この趣旨に賛同いただいた方々から「ふるさと寄附金」
などの寄附を募るとともに、ご家庭で読まなくなった本をご寄贈いただき、その中で図書館の蔵書
としない本を売却し、基金として積み立てています。
平成 29 年度は、積み立てた基金で小学生を対象にした絵本や児童書を購入し、２学期から枚方市
立小学校（45 校）に 50 冊ずつ計 2,250 冊を届けました。３学期には学校ごとにローテーションさ
せながら違う内容の本 50 冊を届ける予定です。
子どもたちには届いた、50 冊の本の中から自分がおすすめしたい本を「読書ゆうびん」という形
で紹介してもらい、中央図書館へ送ってもらいます。
図書館に届いた「読書ゆうびん」は中央図書館等で展示したり、ホームページに掲載して紹介し
ます。今後は、小学校以外にも基金で購入した図書を届けていきます。
あなたの寄附金で子どもたちに読書の楽しみを！
「子どもに本を届ける事業」にご協力いただく方法は 2 つあ
ります。
１． 本の寄贈 ご家庭で読まなくなった本をご寄贈くいだ
さい。
本は、市内図書館、分室にお持ちください。
２． 寄附金
寄附に関する手続きは、ふるさと寄附金のホームページから確認をお願いします。
http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000009327.html

枚方版･拡大読書週間

10/27～11/23 枚方市立図書館イベント

秋の図書館まつり 2017
秋の夜長はやっぱり読書！本との出会いは図書館で！！
開催館･室

日程

内容

申込・定員など

中央図書館・各分館
中央
中央
中央
中央
香里ケ丘
楠葉
菅原
御殿山
津田
蹉跎
牧野

10 月 29 日（日）
10 時・11 時 14 時・15 時

モバイルプラネタリウム上映会
秋の夜空を楽しもう！

10 月 29 日（日）
9 時半～16 時半
①10 月 11 日（水）②11 月
8 日（水）③12 月 13 日（水）
各回とも 13 時半～15 時半
10 月 31 日（火）
14 時～
10 月 29 日（日）
15 時半～16 時

五感を使って遊んでみよう
各階回って様々な感覚を使った遊びを体験。

先着各回 40 名。整理券配布は午
前の部＝9 時半、正面玄関。午後
の部＝13 時、6 階フロア
当日直接図書館にお越しくださ
い。

レファレンス講座「超ミニ自分史に挑戦しよう」
（3 回連続講座）600 字以内でまとめます

10 月 2 日（月）～中央図書館で受
付 定員 20 名

大人の学校「淀川を知る」
淀川のこと、どれだけ知っていますか？
歌と音楽のおはなし会
おはなし会に、歌と音楽がプラス！！
ソムリエたちが選んだおすすめ本：この本ご賞味く
ださい アンケートに答えプレゼントもゲット！
おはなし会スペシャル
～ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ大会・集まれ！ お話し好き～
リサイクルブック市
図書館の除籍本を 1 人 10 冊までお譲りします

10 月 3 日（火）～中央図書館で受
付 定員 60 名
おおむね 3 歳以上、30 人まで。当
日直接図書館にお越しください。
貸出カードお持ちの方で 1 日 1 冊
まで。予約不可。
5 歳～12 歳対象、定員 20 名。当
日直接図書館にお越しください。
当日、直接図書館にお越しくださ
い。
定員 30 名、当日直接図書館にお
越しください。
10 月 1 日（日）～先着順。
成人対象、定員 10 名。
11 月 1 日（水）～総合窓口又は電
話で定員 20 名。

読書週間期間中
11 月 15 日（水）
15 時半～16 時
11 月 4・5 日(土・日)
9 時半～15 時半
11 月 19 日（日）
15 時半～16 時
11 月 7 日（火）
19 時～20 時半
11 月 23 日（祝）
14 時～16 時

おはなし会～手話で遊ぼうスペシャル～
秋の夜長の読書交流会
お好きな本を持ちより紹介しあいます
おとなの塗り絵教室

分室・サービススポット・自動車文庫ひなぎく号
枚方公園

読書週間期間中

村野

11 月 1 日（水）
15 時～15 時半

山田

読書週間期間中

藤阪
香里園
宮之阪
東香里
氷室
茄子作
釈尊寺
ｻｰﾋﾞｽｽﾎﾟｯﾄ
自動車文庫

10 月 28 日（土）
13 時～16 時
10 月 27 日（金）
～11 月 11 日（土）
11 月 1 日（水）
13 時～16 時半
読書週間期間中
11 月 9 日（木）
11 時～11 時半
10 月 28 日（土）
～11 月 11 日（土）
10 月 28 日（土）
10 時半～11 時
読書週間期間中

「あなたが“初めて”の本」コーナー
貸出が全く無かった本を展示、貸出
おはなし会スペシャル
おはなし会の最後に、しおりをつくります
来室者に特製しおりをプレゼント
お楽しみ工作★音で遊ぼう
スペシャルスタンプを集めて
猫のしおりをもらおう！
工作・しおり作り (1 回目) ※2 回目は 11 月 8 日
リサイクル雑誌
『こどものとも』を貰っちゃおう！
ババールの会（どんぐりスペシャル 工作など）
ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ特別企画「条件ｸﾘｱでｽﾀﾝﾌﾟ最大 3 倍！」
★6 冊以上貸出★貸出 0 回特設ｺｰﾅｰ本の貸出
おはなし会スペシャル
わらべうたと絵本。おりがみもあるよ！
ｽﾀﾝﾌﾟを集めた方に折紙の
しおりプレゼント

お守り型しおり
もみじ型しおり

貸出カードをお持ちの方
定員 20 名、直接分室にお越しく
ださい。
先着 100 名、直接分室にお越しく
ださい。
先着 25 名、対象：子ども、直接
分室にお越しください。
50 名まで先着順。
直接分室にお越
しください。
各回とも定員 20 名、直接分室に
お越しください。
50 名まで先着順。
直接分室にお越
しください。
就園前のお子さんと保護者が対
象、定員 20 名。
期間中随時。当日本を借りた中学
生以下の方
定員 10 名、直接分室にお越しく
ださい。
100 名まで先着順。
直接スポット･
自動車文庫にお越しください。

※この他、各館各室で多彩な催し（総数 67 件）を用意し、皆さんのお越しをお待ちしています。

