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"7〒224-αお7横浜市都筑区川和町 1463 電話 &フフックス934-8666 火・金曜日 休館

●来館時は必ずマスクを着用し、手指の消毒を行つて<ださい。

●上履きをお持ち<ださい。(ス リッパは、使用しません。)

●研 |1多室・ 和室の活動は、人との距離を取り換気を行つて<ださい。

●水分補給以外の飲食はご遠慮<ださい。

親子の広場「かわわ★わ―い」やつています。

痣毎月第 2木躍日 10時～12時   11月 10日  12月 8日
生後 1か月<らいから未就園児の親と子ならどなたでも。予約不要・参加費無料です

◆これからの自主事業等の予定

◆年末清掃・ 利用者会議を行います。

11月 26日 (:土)9時 30分～ 清掃

(ご参加おまちしています)

裏面は新着図書のお知らせです。

講座名・対象 日時・ 参加費 内   容 申込み

来年の干支

卯 (ぅさぎ)を作ろう

対象 :どなたでも

11月 12日 (■ )

10時～12時

参加費 :1000円

(材料費・講師料込み)

来年の干支、うさぎの人形を作

ります。ち<ち <縫 つて綿を入

れると 00当 コミハで活動中の

「ひなの会」協力です。

電話・ FA×

または窓ロヘ

先着 15名

クリスマスの

ハーフリースづ<り

対象 :どなたでも

11月 19日 (土 )

10時～11時 30分
参加費 :2500円

(材料費・講習料込み)

少し早めにクリスマス用のリー

スを作ります。

指導 :フラワーショッフ
°
Y∪∪宮原先生

電話 OFAX

または窓ロヘ

先着 15名

親子で

リズム体操教室

対象 :1歳半～3歳
くらいのお子さんと親

11月 17日、

12月 1日、 15日
いずれも木曜日

10時～11時

参加費 (3回で 1500円 )

しつかり歩き始めたお子さん

から参加できます。親子で体を

動か し、楽しい時間を過ごしま

せんか。

電話・ FAX

または窓ロヘ

先着 8組

第 8回

「 健 康 フ ェス タ 」

対象 :どなたでも

11月 30日 (水 )

10時～ 12時
30分ごと入替え

参加費 :無料

健康に関する測定や講話などが

あります。

協力 :川和町保健活動推進委員

食生活等改善推進委員

あやめ薬局

時間帯で事前

申し込み

各国 10名 '

計 40名

10時 30分～ 利用者会議



新規購入図書のお知らせ (たくさん入りました。お気に入りはありますか)

<六人向け>

<子ども向け>

<寄贈図書><再活用図書>

焼きつばなしのケーキつ<り

著 者 名 1言 名 | 1著 者 名 |‐

「私」という男の生涯 石原慎太郎
∃シタケシンスケ
又吉直樹

人生もつともっと楽しまな<ち ゃ 中尾ミエ 0¬ 」二
ムJEコ 五十嵐律人

二重らせんのスイッチ 辻堂ゆめ 子宝舟 宮部みゆき

夜に星を放つ 窪美澄 両手 |こ トカレフ ブレンディみかこ

此の世の果ての殺人 荒木あかね かんばん娘 志川節子

名もなき星の哀歌 結城真一郎 終わつた人 内館牧子

ロング 0アフタヌーン 葉真中顕 平場の月 朝倉かすみ

かなたの雲 日本橋牡丹堂7 中島久枝 宿根草でつくる自分好みの庭

書 名
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1  書 名
さら|こ

ざんねんないきもの事典
やつぱり
ざんねんないきもの事典

ますます
ざんねんないきもの事典

江戸は浅草 知野みさき

擬宝珠のある橋 宇江佐真理 電子レンジのお菓子

小早川涼 フレッシュ ハーブクッキング

落 日 湊かなえ おしヽしいびつくりおやつ

秘恋 日野富子異聞 鳥越碧 大人が今着たい服

`:il‐

I「
lttL 浅田次郎 山梨県の山 キャーッ 大山街道 !!

八十五歳の読居録 北脇 )羊子 料理のことば ヨーロッパ 100の庭園

生きていくあなたヘ 日野原重明
1■

【図説】だまし絵 図説 アイ・ トリック

ぐりとぐらのかいすいよ<(絵本) もリヘぞろぞろ(絵本)

めんどリヒルダのこわいよる(絵本) めんどリヒルダのたんじょうび(絵本)
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～館長のひとり言～ 日の暮れが早くなり、秋の夜長は何をして過ごしますか。ということで、今回

は、新着・寄贈・図書館の再活用といろいろな種類の図書が入りました。お好みの本

はありますか。購入リクエス トや貸し出し予約も受け付けています。市立図書館では

百人待ちの本も、害」含すぐに借りられますとのお声も・ 0ぜひ来館してご覧<ださい。

3年ぶりの健康フェスタをはじめ自主事業は今年度新 しいものも実施予定です。

皆様のご参加お待ちしています。

秋の実りがいっぱい ノ

その本は

ヽ

ワンピース97,98,99巻 (コ ミック)

料理番に夏疾風


