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問い合わせ先 

課 名 
岡山市立中央図書館 

岡山市立幸町図書館 

電 話 
直通 223-3373（中央図書館） 

直通 234-5188（幸町図書館） 

担 当 者 

職名・氏名 

職名・氏名 

職名・氏名 

中央図書館 館長 山本 由紀子 

幸町図書館副主査  浅野 靖子 

幸町図書館 主任  石田 藍 

 

 

 

 

広 報 連 絡 
 

１ 件   名  岡山市立図書館の行事の中止について 

 

２ 内   容  岡山市立図書館の６月の行事について、新型コロナウイル

スの感染拡大防止のため、次の行事を中止します。 

 

令和３年６月２０日（日）までの行事 

（詳細は別紙のとおり） 

 

※今後の情勢の変化等により、上記のもの以外についても中

止となる場合があります。 

 最新の情報は、当館ホームページに随時掲載していきます

ので、そちらをご確認ください。 

（https://www.ocl.city.okayama.jp/TOSHOW/asp/index.aspx） 

 



岡山市立図書館では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため下記の行事を中止します。

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

6 日曜 11時から11時30分 2階視聴覚ホール おはなしのじかん 「ふしぎなたいこ」ほか おはなしグループモモ 幼児から

9 水曜 10時30分から10時50分 2階視聴覚ホール 絵本読み聞かせ体験
赤ちゃん絵本を中心に親子で読み
聞かせ　テーマ「おてんき　なあ
に？」

図書館職員
１歳くらいまでの赤ちゃんとその
保護者の方

13 日曜 10時30分から10時50分 2階視聴覚ホール おたのしみ会
手遊び、パネルシアター、読み聞か
せなど

しいたけ 幼児から

19 土曜 14時から16時 2階視聴覚ホール
ＰＯＰ講座～岡山県図書館
協会創立70周年記念後援
事業

本を紹介するＰＯＰの作り方について
実習を交えて学ぶ講座

図書館職員 中学生から

20 日曜 10時30分から10時50分 2階視聴覚ホール
赤ちゃん絵本読み聞かせ
体験

赤ちゃん絵本を中心に親子で読み
聞かせ　テーマ「パパも一緒に！絵
本読み聞かせ体験」

図書館職員
１歳くらいまでの赤ちゃんとその
保護者の方

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

5 土曜 10時30分から11時 3階研修室 えほんのじかん 絵本の読み聞かせなど 岡山県子ども文庫連絡会 幼児から

5 土曜 14時から16時 3階研修室 古典を楽しむ会 源氏物語の講読 一般

6 日曜 15時から15時30分 3階研修室 おはなしの会 ストーリーテリングなど 岡山ストーリーテリング研究会 幼児から

11 金曜 10時30分から11時 3階研修室 親子おたのしみ会 手遊び･絵本･工作など 職員 １歳から３歳まで

12 土曜 14時から15時 3階研修室
小学生のためのおはなし
会

ストーリーテリングなど 岡山ストーリーテリング研究会 小学生

16 水曜 13時30分から15時30分 3階研修室 文章教室 文章作成・添削・鑑賞など 一般

18 金曜 15時から15時30分 3階研修室 金よう日おたのしみ会 手遊び･絵本･工作など 職員 幼児から

19 土曜 14時から16時 3階研修室 古典を楽しむ会 源氏物語の講読 一般

20 日曜 15時から15時30分 3階研修室 おはなしの会 未定 おはなしグループモモ 幼児から

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

2 水曜 14時から14時30分 おはなしかいしつ えほんのじかん 絵本の読み聞かせ はなみずき 幼児から

4 金曜 13時から15時 おはなしかいしつ 浦安読書サークル 好きな本を読んでフリートーク 一般

6 日曜 11時から11時30分 おはなしかいしつ かみしばいのじかん 紙芝居や絵本の読み聞かせ はなみずき 幼児から

9 水曜 14時から14時30分 おはなしかいしつ えほんのじかん 絵本の読み聞かせ 右田玲子さん　山本玉起さん 幼児から

16 水曜 14時から14時30分 おはなしかいしつ えほんのじかん 絵本の読み聞かせ 右田玲子さん　山本玉起さん 幼児から

20 日曜 11時から11時30分 おはなしかいしつ かみしばいのじかん 紙芝居や絵本の読み聞かせ はなみずき 幼児から

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

20 日曜 11時から11時30分 京山公民館なかよしのへや おたのしみかい よみきかせ、てあそびなど
ボランティア経験のある本の好き
なお母さん方

幼児から

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

12 土曜 14時から14時30分 視聴覚室 おはなし会 希望者の参加する本の読み聞かせ なかよし本だな 希望者

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

12 土曜 11時から11時30分 児童コーナー おはなし会 『とんでもないおいかけっこ』 ほか 積み木の会 希望者

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

16 水曜 14時30分から14時50分 かみしばいコーナー おはなしのへや
えほん
『あわあわおばけ』

図書館職員 幼児から

日 曜 時間 場所 行事名 内容 出演 対象

12 土曜 15時から15時30分 百花プラザふれあいルーム こどものじかん
絵本『いえでをしたてるてるぼうず』
の読み聞かせなど

西大寺子どもライブラリークラブ 幼児・児童

岡山市立　中央　図書館行事予定（令和  3  年  ６　月）

岡山市立　伊島　図書館行事予定（令和  3  年 　6 　月）

岡山市立　瀬戸町　図書館行事予定（令和  3  年  6　月）

西大寺緑花公園緑の図書室行事予定（令和  3  年 　6　月）

岡山市立  幸町  図書館行事予定（令和　3　年　6　月）

岡山市立　浦安総合公園　図書館行事予定（令和  3  年 　6  月）

岡山市立　灘崎  図書館行事予定（令和　3　年　6　月）

岡山市立　御津　図書館行事予定（令和  3  年  6　月）


