
本を持ってイベントに参加しよう！このまちが好きだから、チーム西宮
西宮のあちこち、本と人に出会うことのできる場所を紹介します。
書店、まちライブラリーから公共図書館まで気になるところにぜひ足を運んでみてください。

152ヶ所のブックスポットで開催される、284件のイベントを一覧にしました。
イベントはエリア毎に、日程順に並んでいます。ここに掲載できなかった最新イベントもあります。
詳しくは、まちライブラリーFacebookでチェックしてください。
※ここキテエリア、まちライブラリー＠もりのみやキューズモール開催のイベントは、こちらの一覧には入っていません。

最新情報は  まちライブラリー（Facebook） https://www.facebook.com/machilibrary/　（web） http://machi-library.org  まで

マークはそれぞれのテーマに関連した本をみんなで持ち寄るイベントです。
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無料

無料

500円（会場費）

大阪市立城東図書館

大阪市立福島図書館

無料

無料

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

無料

大阪市立鶴見図書館

1,000円

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

もものこぶんこ

まちライブラリー＠大阪府立大学

無料

大阪市立中央図書館

1部 1,500円（限定20名）２部 3,500円（限定15名）２部のみ申込不可

無料

それぞれ1,500円
通し2,500円

無料

大阪市立淀川図書館

無料

大阪市立鶴見図書館

西宮流（にしのみやスタイル）まちライブラリー

500円

西宮市立中央図書館

無料

まちライブラリー＠西宮アートサンク

￥1,500（アフタードリンク付）

スタジモにしのみや

1000円

500円（予定）

西宮市立鳴尾図書館

無料

西宮市立北口図書館

無料

西宮市立北口図書館

無料

まちライブラリー＠マリナパーク海のまち

無料

リトル書房まちライブラリー

西宮市立北部図書館

無料

西宮市立中央図書館

無料

まちライブラリー＠ほのぼの文庫

無料

西宮市立鳴尾図書館

無料

無料

まちライブラリ＠Maimyshop

① 2,000円  ② 4,000円

西宮市立中央図書館

無料

交流会
開催

大阪市

EVENT SCHEDULE

大阪市 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 徳島県

住所｜大阪市城東区中央3-5-45
問い合わせ｜06-6933-0350
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

絵本は読むだけじゃない！もっともっと絵本で遊んでわくわく
しよう！事前申込先着順15組まで。
申込・問い合わせ｜4/12（水）～来館、電話06-6933-0350
主催｜大阪市立城東図書館

【子ども読書の日記念事業】
えほんdeあそぼ！in城東

住所｜西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園２Ｆクリエートにしのみや内
問い合わせ｜0798-41-7676／info@nishinomiya-style.jp
開館時間｜10：00-18：00　火休

「なんちゃって映画製作委員会」を即興で立ち上げ、キャスティ
ングなどなど『勇者たちへの伝言』について語り合いましょう。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜西宮流（にしのみやスタイル）まちライブラリー

「勇者たちへの伝言」
なんちゃって映画製作委員会やっちゃうよ♪♪

『勇者たちへの伝言』

5月3日（水・祝）13:00-17:00

住所｜西宮市川添町15-26
問い合わせ｜0798-33-0189
開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月・5/4休

0～2歳児とその保護者を対象に、親子で楽しめる絵本や紙し
ばいの読み聞かせを行います。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜西宮市立中央図書館　講座室
主催｜西宮市立中央図書館

0～2歳児とその保護者向けおはなし会

西宮に関する本

5月19日（金）11:00-11:30

住所｜兵庫県西宮市馬場町1-22 3F
問い合わせ｜0798-36-7000（NPO法人西宮アートサンク）
開館時間｜土11:00-17:00

西宮神社の元宮司で美術家でもあった吉井貞俊さんの長大な
折本作品を改めて眺め、現地を実際に巡ります。
申込・問い合わせ｜nishinomiya.artcinq@gmail.com
主催｜NPO法人 西宮アートサンク

ここキテ兵庫県西宮のブックスポット

①スタジモにしのみや
②まちライブラリー＠Maimyshop

③まちライブラリー＠ほのぼの文庫
④まちライブラリー＠西宮アートサンク
⑤まちライブラリー＠マリナパーク海のまち
⑥リトル書房まちライブラリー
⑦西宮流（にしのみやスタイル）まちライブラリー
⑧西宮市立中央図書館
⑨西宮市立北部図書館
⑩西宮市立鳴尾図書館
⑪西宮市立北口図書館

移動美術資料室が西宮にやってくる！

西宮に所縁のある美術資料

5月6日（土）14:00-17:00

住所｜西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ5階 阪急西宮ギャラリー内
問い合わせ｜0798-78-2753
開館時間｜10:00-21:00

『豆本』のワークショップを開催します！是非習得してオリジナリ
ティ溢れる豆本作りに挑戦してみて下さい！
申込・問い合わせ｜http://stajimo.jp/?page_id=4324
主催｜スタジモにしのみや

★スタジモにしのみやでワークショップ★
『豆本を作ろう！！』

5月6日（土）13:30-15:45

西宮でまちライブラリーを始めたい方のための交流会を開催
します。交流会後は各まちライブラリーをめぐるまちあるきも
開催。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebookより
会場｜まちライブラリー＠西宮アートサンク
住所｜西宮市馬場町1-22 サンク西宮3F 
art co�ee ゑ
主催｜チーム西宮まちライブラリー

「チーム西宮まちライブラリー」
交流会＆まちあるき
5月14日（日）交流会:13:30-15:30 まちあるき:15:30-

住所｜西宮市甲子園八番町1-20
問い合わせ｜0798-45-5003
開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月・5/4休

鳴尾図書館が出張しておはなし会や本の貸出をします。

申込・問い合わせ｜申し込み不要、問合せ下記
会場｜無印良品ららぽーと甲子園（ららぽーと甲子園２F）
住所｜西宮市甲子園八番町1-20
主催｜西宮市立鳴尾図書館

出張おはなし会
5月13日（土）～14日（日）

住所｜西宮市北口町1-2　ＡＣＴＡ西宮東館5階
問い合わせ｜0798-69-3151
開館時間｜火～金9:00-20:00　土日祝9:00-18:00　月・5/4休

「２０」をテーマにオススメの本を持ちよって知的書評合戦を繰
り広げます。
申込・問い合わせ｜発表者要事前申込
http://www.nishi.or.jp/contents/0004163600040004900713.html
会場｜西宮市立北口図書館　ＡＶホール 主催｜西宮市立北口図書館

第20回ビブリオバトルｉｎにしのみや
5月21日（日）14:00-15:30

住所｜西宮市北口町1-2　ＡＣＴＡ西宮東館5階 問い合わせ｜0798-69-3151
開館時間｜火～金9:00-20:00 土日祝9:00-18:00　月、5/4休

当館のビブリオバトル20回をパネルと本で振り返ります。
歴代ポスターやチャンプ本の紹介もパネル展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
会場｜西宮市立北口図書館　西側壁面展示書架
主催｜西宮市立北口図書館

展示＆ブックフェア
「20回記念 ビブリオバトルｉｎにしのみや」

5月9日（火）～31日（水） 開館時間内

小学生向けおはなし会

住所｜西宮市西宮浜４丁目11番
問い合わせ｜0798-35-2159
開館時間｜平日8:00-20:00　土日祝9:00-17:00（フロント開館時間）

西宮マリナパークシティのまちには、素敵な「本のモニュメント」
を海辺のまちを散策しながら探しましょう。
申込・問い合わせ｜https://www.facebook.com/uminomachi.library/
主催｜まちライブラリー＠マリナパーク海のまち

西宮マリナパークシティにある
「本のモニュメント」を探そう！

5月20日（土）13:30-15:30（予定）

住所｜西宮市甲子園六番町2-9
問い合わせ｜0798-61-1717
開館時間｜10：00-20：00

西宮在住で西宮市観光キャラクター「みやたん」の生みの親、
たかいよしかずさんのサイン会を行います。
申込・問い合わせ｜申込不要　お問い合わせ先下記
主催｜リトル書房まちライブラリー

たかいよしかずさんサイン会
5月21日（日）14:00-15:00

住所｜西宮市川添町15-26
問い合わせ｜0798-33-0189
開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月・5/4休

図書館員が読んで面白かった本を紹介します。
利用者の方からのおすすめ本をコメントとともに展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜西宮市立中央図書館

ブックフェア「図書館員が読んで面白かった本」
＆パネル展「あなたが読んで面白かった本」
4月29日（土・祝）～5月31日（水） 開館時間内

住所｜西宮市中前田町1-23　地域共生館ふれぼの２階フリースペース
問い合わせ｜0798-61-1373
開館時間｜月～金 9:00-17:30 土日祝休

新しい生活や環境に慣れるのって大変ですよね。
そんな貴方を癒やしてくれる本を集めてみました。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せogawa-n@n-shakyo . jpまたは
0798-61-1373（小川）まで
主催｜まちライブラリー＠ほのぼの文庫

五月病には癒やし本特集

5月1日（月）～26日（木）土日祝休 9:00-17:30

住所｜西宮市甲子園八番町1-20
問い合わせ｜0798-45-5003
開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月・5/4休

「図書館伝言板」に寄せられたおススメ本を集めたブックフェ
ア。みんなどんな本が好き？もちろん貸出しもできます。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜西宮市立鳴尾図書館

みんなのおススメ本「この本がすき！」

5月1日（月）～31日（水）開館時間内

住所｜西宮市名塩新町1番地 西宮市塩瀬センター2階
問い合わせ｜0797-61-1706
開館時間｜9:30-18:00 毎週月・5/4休

かえるの大型絵本やいろいろなかえるの工作を紹介します。
紙コップでつくったかえるをぴょーんとジャンプさせてみよう！
申込・問い合わせ｜当日先着順（受付は各回15分前から）　　
会場｜西宮市立北部図書館　児童コーナー
主催｜西宮市立北部図書館

つくろう！あそぼう！かえるぴょーん！
5月28日（日）午前 11:00-11:30／午後 15:00-15:30　

住所｜兵庫県西宮市上鳴尾町22-38
問い合わせ｜info@maimyshop.com
開館時間｜9：30-14：00

①親子講座：ふわはねさんとの絵本の時間&絵本カバーで作る
絵本バッグ作り ②大人講座：ふわはねさんとの絵本のお茶会
申込・問い合わせ｜http://maimyshop.com/contact/
主催｜まちライブラリ＠Maimyshop

ふわはね先生と楽しむ絵本の時間
5月25日（木）①親子講座9:30-11:00 ②大人講座 11:00-14:00

住所｜西宮市川添町15-26
問い合わせ｜0798-33-0189
開館時間｜火～金9:30-19:00　土日祝9:30-18:00　月・5/4休

おはなしボランティアのみなさんが、主に小学生を対象に、絵本
や紙しばいの読み聞かせを行います。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜西宮市立中央図書館　児童おはなしコーナー
主催｜西宮市立中央図書館

5月21日（日）14:00-14:30

4月29日（土・祝）10:30-11:30

住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合わせ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

エプロンシアター、大型絵本、工作など次 と々、赤ちゃんから
小学生まで幅広く楽しめるおたのしみ会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜福島区民センター会議室
主催｜大阪市立福島図書館

【子ども読書の日記念事業】
ま～るま～るのびっくりばこ
4月29日（土・祝）14:00-15:00

現代短歌の名歌を、ゲストと鑑賞する会です。今回は笹井宏
之さんの短歌を、土岐友浩さんと共に鑑賞します。

ここキテエリア（天満橋、空堀、東住吉）のイベントは、
P5～7に記載しています。

マークは、中央区まちじゅう図書館MAP参加スポットです。

申込・問い合わせ｜ushiryu313131@yahoo.co.jp　Facebookイベントページ
主催｜牛隆佑（空き家歌会管理人）

短歌

現代の名作短歌を読む会（３）
「はなびら」と点字をなぞる

4月29日（土・祝）14:00-16:00

玉田玉秀斎講談会（第1部 本を読んでダイエット、第２部 僕の先
代は立川文庫の立役者）です。
申込・問い合わせ｜要申込、kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

玉田玉秀斎講談会（ダイエット、立川文庫）

ダイエット、健康、立川文庫、講談

「子どもを育てる魔法の言葉」や「フラワーエッセンス」など。

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント開催時・他（要問合せ）

5月2日（火）1部18:00-19:00 2部19:15-20:15

（1部）酒屋と漁師のトークショー（試飲と試食付）、（２部）特
別企画「大間の味で味わう酒」です。
申込・問い合わせ｜要申込、kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

日本酒と大間の魚の話

日本酒、魚、大間、その他

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント開催時・他（要問合せ）

5月3日（水・祝）1部14:00-15:00 2部15:00-16:30

絵本はこどもが読むもの、読んであげるものと決めてしまって
いませんか？絵本を持ち寄って、交流を深めましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要（当日先着15名）、問合せ下記
主催｜大阪市立鶴見図書館

読書交流会「おとなの絵本読書会」

おすすめ絵本

住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合わせ｜06-6913-0722
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月3日（水・祝）10:15-12:15

日本の伝統芸能である殺陣の魅力を語ります。武器に触れて
頂いたり、型や一騎打ちに挑戦！体験型講座です。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

日本の伝統芸能 ～殺陣の世界へ～

殺陣(たて)、侍、刀、その他

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント開催時・他（要問合せ）

5月3日（水・祝）11:00-12:30

「もものこぶんこ」の夜間開館日。本の貸出、返却できます。た
まには「よふかし」してじっくり読書はいかが？
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せは下記
主催｜もものこぶんこ

ねないこだれだ？　よふかしぶんこ

住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org/http://momobun.kiwamari.org/
開館時間｜火16：00-18：00　土13：00-17：00（第3土休）

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合せ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00

4月29日（土・祝）18:30-23:00

ボランティアグループ「絵本の会西」によるエプロンシアターや
大型絵本の読み聞かせがあります。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせ06-6539-3301
会場｜大阪市立中央図書館 5階　中会議室
主催｜大阪市立中央図書館

【子ども読書の日記念事業】春のおたのしみ会

住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合わせ｜06-6539-3326
開館時間｜月～金9:15-20:30　土日祝9:15-17:00　第1・3木休

4月30日（日）14:00-15:00

4人の子育ての中でフラワーエッセンスを使いながら、どの様
に育児に向き合ってきたかのお話＆参加者交流です。

申込・問い合わせ｜osaka@candyproject.org
会場｜ドーンセンター大阪　和室①和室② 
住所｜大阪市中央区大手前1丁目3番49号 
主催｜一般社団法人　キャンディ・プロジェクト

フラワーエッセンスを使った
子育て体験談
4月30日（日）10:00-11:30

歴史は小説より奇なり。武士の大坂滞在日記や犬のお伊勢
参りなど江戸時代の微笑ましい記録を紹介し楽しみます。
申込・問い合わせ｜okamo324@yahoo.co.jp,090-4270-5660（岡本）
Facebookイベントページ
主催｜岡本康敬

歩き旅に関する本、又はお気に入りの本

まちライブラリー＠大阪府立大学
住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階        
問い合わせ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00

歴史カフェ 『それ本マですか？』
～歴史は小説より奇なり、歩き旅の裏話を楽しむ～
5月2日（火）18:30-20:30

★ ★

★

★

★

無料

大阪市立鶴見図書館
住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合わせ｜06-6913-0722
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを行います。４歳以
下対象ですが、どなたでも参加可。
申込・問い合わせ｜申込不要（当日先着80名）、問合せ下記
主催｜大阪市立鶴見図書館

【子ども読書の日記念事業】
ちいさな子のためのおたのしみ会
4月29日（土・祝）11:00-11:30 

子どもも大人も一緒に、絵本やパネルシアターなどを楽しみま
しょう。参加者には「おてがみシート」をプレゼント。
申込・問合せ｜申込不要、問合せ下記 
主催｜大阪市立淀川図書館

【子ども読書の日記念事業】春のこども会

おすすめ絵本

住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合せ｜06-6305-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00月・第3木休

4月29日（土・祝）14:00-15:00

住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合せ｜06-6913-0722
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

むかしばなしなどを素語りするストーリーテリングをおこないま
す。5歳以上のこどもが対象です。
申込・問合せ｜申込不要（当日先着50名）、問合せ下記 
主催｜大阪市立鶴見図書館

【子ども読書の日記念事業】でんでんむしの
おはなし会－ストーリーテリングの会－
4月29日（土・祝）14:30-15:10

兵庫県西宮エリアここキテ！

14:00-15:00



マークはそれぞれのテーマに関連した本をみんなで持ち寄るイベントです。 最新情報は  まちライブラリー（Facebook） https://www.facebook.com/machilibrary/　（web） http://machi-library.org  まで
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1,000円

まちライブラリー＠北浜キタリシテ まちライブラリー＠種ノ箱

無料

無料

まちライブラリー＠あべのキューズモール

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館人形劇団クラルテ　アトリエ

無料

LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

エコスペースゆう

無料

大阪市立東住吉図書館

無料

大阪市立東住吉図書館

無料

大阪市立此花図書館

前売1,200円　当日1,500円　3歳以上有料 500円（ドリンク別）

700円（お菓子とお茶）

物販・ワークショップ代

500円
(ワークショップ材料費・茶菓代)

詳細要問合せ

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

500円

まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館

各1,000円
1500円（23歳以下500円） 

よどまちライブラリー

無料

大阪市立東淀川図書館

無料

大阪市立東成図書館

無料

大阪市立港図書館

無料

大阪市立旭図書館 ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

まちライブラリー＠さんさんくらぶ

無料

大阪市立大正図書館まちライブラリーいのこうの家

無料

100円（種代など）

無料

ドーンセンター情報ライブラリー

2,500円3,500円

LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

500円（菓子お茶代）

ワークショップ参加の場合有料500円
（試食材料・おみやげのスパイス代）

入場無料
古本を買う人は各自ご用意ください

500円（新茶・お茶菓子代）

ワークショップ参加の場合有料

無料

大阪市立阿倍野図書館

無料

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

無料

ドーンセンター情報ライブラリー

無料無料

平岡珈琲店三代店主・小川流水が家紋について、はんなりと
したお話をします。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

家紋のはなし

家紋、その他

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間イベント開催時・他（要問合せ）

5月4日（木・祝）13:00-15:00

京都町家、大阪長屋、職と住まいのおしゃべり会を、長屋を改
装した複合施設で。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜まちライブラリー＠種ノ箱　

町家長屋なんなん屋

職、住まい、オススメの本職、オススメの本

住所｜大阪府大阪市天王寺区空堀町11-8、露地再生複合施設、「宰(つかさ)」2F、種ノ箱
問い合わせ｜06-7177-8759/takiho@chaai.info
開館時間｜イベント開催時のみ

5月4日（木・祝）14:00-16:00

闘病記を書く上での工夫や注意点などを伝授します。
申込・問い合わせ｜星湖舎　06-6777-3410
会場｜近鉄百貨店上本町店10階「近鉄文化サロン」
住所｜大阪市天王寺区上本町6-1-55
主催｜チーム闘病記

闘病記から見えてくるもの

闘病記

5月5日（金・祝）13:00-14:00

よく読んでいたけど今はあまりという絵本をそれぞれ持ち寄っ
て交換しませんか？
申込・問い合わせ｜申込不要　問い合わせ下記
主催｜キューズモール巣箱見守り隊

あべのキューズモール巣箱図書館のえほん交換会

絵本

まちを楽しむ

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6-1あべのキューズモール内キューズランド(3F)
問い合わせ｜06-6949-9222（まちライブラリー＠もりのみやキューズモール事務局）
開館時間｜随時

5月9日（火）14:00-16:00

お気に入りの猫本を一冊、ご自慢MY猫を紹介していただきま
す。MY猫のお写真で猫ちゃん万国旗を作ります。
申込・問い合わせ｜下記参照 
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

猫本とMY猫自慢！猫ちゃん万国旗を作ろう！

猫にまつわるお話の本

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11　DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12：00-19：00(ナイトライブラリー時20:00まで）

5月5日（金・祝）14:00-16:00

雑誌をその場でパラパラめくりながら直感でおしゃべりし合う
中で、新たな発見をしてみませんか？
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook　courrier_talk@outlook.jp
主催｜川﨑 照文（「クーリエdeトーク」主催）

今関心のある出来事が載っている本・雑誌

まちライブラリー＠大阪府立大学
住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00　祝13：00-17：00

【本で遊ぶ】雑誌を囲んでみんなでお茶会
（「クーリエdeトーク」特別版）

5月6日（土）14:00-16:00

親子で楽しめる人形劇2本立てです。外国絵本原作『ちょっと
だけまいご』、オリジナル作品『みんなでおつかい』
申込・問い合わせ｜o�ce@clarte-net.co.jp
主催｜一般社団法人人形劇団クラルテ

人形劇団クラルテ　はるのアトリエのかい

住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-7
問い合わせ｜06-6685-5601
開館時間｜イベント時のみ

5月5日（金・祝）11:00-16:00

「ブックフェスタ自転車で巡るなら」をテーマに、みんなでわいわ
いとオススメ情報をシェアしましょう。市内を自転車で巡るコツも
お伝えします！（p20にツアー情報あり）
申込・問い合わせ｜http://www.ove-web.com/event/entry-2201.html
主催｜LIFE CREATION SPACE OVE　中之島

まちライブラリー巡り散走
マップづくりワークショップ編

住所｜大阪市北区中之島2丁目3-18中之島フェスティバルタワー 1F Festival Plaza
問い合わせ｜06-6223-2626　ninfo@ove-web.com
開館時間｜10:00-20:00（月休、祝日の場合翌日振替休）

5月6日（土）15:30-17:30

健康と環境をテーマにオーガニックバザールを開催！美味し
い楽しいモノ、コト、ヒト　集まります。
申込・問い合わせ｜申込不要・問い合わせ下記
主催｜田中邦子

オーガニックバザール

住所｜天王寺区勝山2-19-4
問い合わせ｜eco_space_you@live.jp／090-6058-9947
開館時間｜イベント時のみ

5月6日（土）11:00-18:00

住所｜大阪市東住吉区東田辺2-11-28
問い合わせ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

ボランティアグループ「赤ずきん」と「ドロップス」のみなさんに
よる楽しいおはなし会です。鳥の絵本を紹介します！
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜東住吉会館　大会議室
主催｜大阪市立東住吉図書館

【子ども読書の日記念事業】春のおはなし会
とりあえず…とりがいっぱい！
5月6日（土）14:00-15:00

住所｜大阪市東住吉区東田辺2-11-28
問い合わせ｜06-6699-7000
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

図書館で使わなかった寄贈絵本のおすすめポップを書いてくだ
さい。ポップを書いていただいた絵本はお持ち帰りいただけます。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜東住吉会館　大会議室
主催｜大阪市立東住吉図書館

【子ども読書の日記念事業】
絵本のポップを書こう
5月6日（土）15:30-16:30

住所｜大阪市此花区四貫島1-1-18
問い合わせ｜06-6463-3463
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

絵本の読み聞かせや工作を楽しみませんか？ 小学生、幼児と
保護者の方対象。
申込・問い合わせ｜申込不要（当日先着20名）
会場｜此花図書館　絵本コーナー
主催｜大阪市立此花図書館

【子ども読書の日記念事業】
此花おやこ劇場のおはなし会・こうさく会
5月6日（土）11:00-11:30

猫本に囲まれた素敵な空間で、手芸通のスタッフと一緒に猫
小物を作る大人の部活動です。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

猫の手芸部

ねこ物の手芸の本

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11　DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12：00-19：00(ナイトライブラリー時20:00まで）

5月10日（水）12:00-19:00の開館時間のなかでお好きな２時間

集まった人達で架空の文庫本を作ります。タイトル、作家名、
あらすじ、帯の内容をひとつひとつ話し合って決定します。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜まちライブラリー＠A'ワーク創造館

【本で遊ぶ】存在しない編集会議

好きな文庫本

住所｜大阪市浪速区木津川2-3-8
問い合わせ｜06-6562-0410　o�ce@adash.or.jp
開館時間｜月～土曜日9:30-18:00 日祝休

5月10日（水）18:45-21:00

マタニティから子育て中に抱える、不安、心配、などフラワー
エッセンスは、こころとからだのケアに使えます。
申込・問い合わせ｜osaka@candyproject.org（要予約）
会場｜ドーンセンター大阪　小会議室③
住所｜大阪市中央区大手前1丁目3番49号
主催｜一般社団法人　キャンディ・プロジェクト

「花が癒す女性の心と体」
「子どもを助けるフラワーエッセンス」など

マタニティから子育てママのココロとカラダ♡
フラワーエッセンスケア
5月11日（木）10：00-11：30・13：00-14：30

関西各所で活動されているワールドカフェ読書会を開催いた
します。 事前に「嫌われる勇気」を読んで参加ください。
申込・問い合わせ｜gaku_sano@hitomusubi.jp
主催｜ひと結び（共催：よどまちライブラリー）

ワールドカフェ読書会＠よどまちライブラリー 　

課題図書「嫌われる勇気」（岸見一郎/著） 

住所｜大阪市東淀川区豊新4-26-3
問い合わせ｜06-6328-2112
開館時間｜平日 9：00-17：00

5月10日（水）19:00-21:30 

各自がおススメ本を持ち寄って、その魅力を語りあいましょう。
本は私物でも図書館の本でもかまいません。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立東淀川図書館

読書交流会

おすすめ本

住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53
問い合わせ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月11日（木）10:00-12:00

読み聞かせについてのおはなし、絵本を読みあうワークショッ
プ型交流会です。0～5歳の子どもと保護者の方対象。
申込・問い合わせ｜申込不要（当日先着15組）
会場｜大阪市立東成図書館　多目的室
主催｜大阪市立東成図書館

絵本deつながろ　ママのためのよみきかせ交流会

絵本

住所｜大阪市東成区大今里西3-2-17
問い合わせ｜06-6972-0727
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月12日（金）10:30-11:30

読んだけど、内容を忘れてしまった本ありませんか？お菓子と
お茶を頂きながら直観讀みブックマーカーで遊びます。
申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info
主催｜秋保強(日本茶インストラクター)

忘れてしまった本、もしくはオススメの本

まちライブラリー＠大阪府立大学
住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階        
問い合わせ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜ 火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00
      

【本で遊ぶ】忘れてしまった本を紹介し合うサロン
(まちライブラリー＠大阪府立大学 サロン)
5月12日（金）19:00-20:30

カレースパイスの種類・効能を知って、美味しく健康にカレー
を楽しもう！カレーの試食・おみやげ付き。
申込・問い合わせ｜下記参照 主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター
（ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC）

「食」に関する本（1人2冊まで）

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12-10大阪市立社会福祉センター1階
問い合わせ｜06-6765-4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜ 平日10:00-20:00　土10:00-16:00

【OCVAC第2回植本祭】華麗なる香辛料
カレースパイスを知ろう！
5月13日（土）10:00-12:00

行事の終わりに開催中の子育てあれこれ展に追加する本を
募集します。メッセージカードとおすすめの本を展示に追加し
ます。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立港図書館

【本をつなぐ】あかちゃんのおたのしみ会

子育て本

住所｜大阪市港区弁天2-1-5
問い合わせ｜06-6576-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月12日（金）11:00-11:30

こどもも大人もトリコになる本、大人だからハマル本、それぞ
れ大好きな絵本を持ち寄って、あつく語り合いましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立旭図書館

この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読書会 第２弾

おすすめ絵本

住所｜大阪市旭区中宮1-11-14
問い合わせ｜06-6955-0307
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月13日（土）14:00-16:00

新茶の飲み方（いれ方）のポイントを知り、実際に新茶を楽し
みます。お茶菓子付き。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター（ふらっとフラットまちライブラ
リー@OCVAC）

【OCVAC第2回植本祭】新茶の楽しみ方伝授します！

「植物」や「恵み」からイメージされる本（1人2冊まで）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12－10大阪市立社会福祉センター1階 
問い合わせ｜06－6765－4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜平日10:00-20:00　土10:00-16:00

5月13日（土）15:00-17:00

さんさんくらぶに通うこどもたちが出店する一箱古本市！一般
の方の出店も可能！手作りおやつカフェも同時開催です。
申込・問い合わせ｜出店者申込先　さんさんくらぶ　33club@bcc.bai.ne.jp
（出店〆切４月末）
主催｜まちライブラリー＠さんさんくらぶ

さんさんくらぶ一箱古本市

何でも

住所｜大阪市西淀川区御幣島６-11-46-108
問い合わせ｜06-7174-3656　070-1537-4784
開館時間｜平日13:00-17:00、土13:00-16:00　日休

5月13日（土）11:00-16:00

人工知能の発展によるシンギュラリティ（技術的特異点）。
28年後を予想しミニブックに。ミニライブ付き。
申込・問い合わせ｜下記参照 主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター
（ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC）

「AI（人工知能）」や「未来」に関する本（1人2冊まで）

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12－10大阪市立社会福祉センター1階
問い合わせ｜06－6765－4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜平日10:00-20:00　土10:00-16:00

【OCVAC第2回植本祭】
大胆予想！シンギュラリティ・2045年の世界
5月13日（土）18:00-20:00

ライブラリーの通常開館と、まちカフェと個人作家さんの手作
り品の展示即売会を開催します。お菓子、アクセサリー　他
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜いのこうの家

まちライブラリーいのこうの家
住所｜大阪市旭区赤川1-9-9
問い合わせ｜06-6921-0555　inokou@sea.plala.or.jp
開館時間｜10：00-17：00

大阪の町屋の「まちライブラリーいのこうの家」で
本と、人と、手作り作家さんの作品に出会おう！
5月13日（土）10:00-17:00

事前に種を配り、自宅のベランダで種からハーブを育てます。
当日は育てたハーブ苗の交換会。
申込・問い合わせ｜下記参照 主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター
（ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC）

「ハーブ」や「料理」に関する本（1人2冊まで）

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12-10大阪市立社会福祉センター1階 
問い合わせ｜06-6765-4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜平日10:00-20:00　土10:00-16:00

【OCVAC第2回植本祭】シンクロファーム
ＣＡＭＩＣＡ∞イチハチ
5月13日（土）13:00-15:00

沖縄関連図書コーナーの本を、おはなしの部屋で展示し、
ゆっくりと見ていただけるようにします。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大正図書館　おはなしの部屋
主催｜大阪市立大正図書館

本の海（3）～大正で知る沖縄～

住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合わせ｜06-6552-1116
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月14日（日）13:00-16:30

住所｜大阪市旭区赤川1-9-9
問い合わせ｜06-6921-0555　inokou@sea.plala.or.ｊｐ
開館時間｜10：00～17：00

ライブラリーの通常開館と、まちカフェと個人作家さんの手作
り品の展示即売会を開催します。お菓子、アクセサリー 他

申込・問い合わせ｜申込不要・問い合わせ下記
主催｜いのこうの家

大阪の町屋の「まちライブラリーいのこうの家」で
本と、人と、手作り作家さんの作品に出会おう！
5月14日（日）10:00-17:00

女性監督による映画作品や女性の生き方に関する映画を
連続上映します。作品についてのトークや関連資料の紹介
なども。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜【企画・運営】ドーン運営共同体

ドーンとシネマ＠情報ライブラリーカフェ

住所｜大阪市中央区大手前1-3-49
問い合わせ｜06-6910-8616
開館時間｜火～土9:30-21:30　日祝9:30-17:00

5月13日（土）10:00-17:00

見落としがちな身近な幸せを、絵本で感じるセラピー＆ワーク
ショップ。生活に気付きを得るきっかけに。
申込・問い合わせ｜http://www.ove-web.com/event/entry-2194.html
主催｜LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

LIFE CREATION SPACE OVE 中之島
住所｜大阪市北区中之島2丁目3-18中之島フェスティバルタワー 1F Festival Plaza
問い合わせ｜06-06-6223-2626　ninfo@ove-web.com
開館時間｜10:00-20:00（月休、祝日の場合翌日振替休）

大人の心に届く「絵本読み聞かせセラピー」
5月13日（土）15:00-17:30頃

絵本のような雰囲気のカフェやお店を自転車で巡り、セラピ
ストによる絵本読み聞かせと散走を楽しみます。
申込・問い合わせ｜http://www.ove-web.com/sanso/entry-2189.html
主催｜LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

絵本の世界と読み聞かせ散走

住所｜大阪市北区中之島2丁目3-18中之島フェスティバルタワー 1F Festival Plaza
問い合わせ｜06-6223-2626　ninfo@ove-web.com
開館時間｜10:00-20:00（月休、祝日の場合翌日振替休）

5月13日（土）11:00-14:30頃

★

★ ★

★

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合せ｜06-6656-1009
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

毎週土曜日のおたのしみ会の拡大版！ボランティアグループお
はなしポン！のみなさんによる楽しいプログラムがいっぱいです。
［①4/15（土）11:00-11:45、②4/22（土）11:00-12:00］

申込・問合せ｜申込不要、問合せ下記 
主催｜大阪市立阿倍野図書館

【子ども読書の日記念事業】
大きなおおきなおたのしみ会③
5月6日（土）11:00-11:45

手書き文字に表れる書き手の性格や深層心理を読み解くと
いうお話です。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

文字で性格を読み解く筆跡心理学のお話

文字、心理学、その他

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント開催時・他（要問合せ）

5月4日（木・祝）11:00-12:00

★

女性監督による映画作品や女性の生き方に関する映画を
連続上映します。作品についてのトークや関連資料の紹介
なども。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜【企画・運営】ドーン運営共同体

ドーンとシネマ＠情報ライブラリーカフェ

住所｜大阪市中央区大手前1-3-49
問い合わせ｜06-6910-8616
開館時間｜火～土 9:30-21:30　日祝 9:30-17:00

5月4日（木・祝）10:00-17:00

★

上町台地タイムトリップ古写真に写る町並みや人物、風景か
ら大阪上町の生活文化について語り合いましょう。
申込・問い合わせ｜machi-kizuna@iris.eonet.ne.jp
会場｜大阪上本町近鉄百貨店文化サロン
住所｜大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店10F
主催｜住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO

上町台地タイムトリップまちの思い出サロン

上町台地、大阪の暮らし･生活文化、
大阪の神社仏閣、街道など

5月3日（水・祝）14:00-16:00
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無料

大阪市立西淀川図書館

無料

まちライブラリー＠大阪府立大学

詳細要問合せ

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

無料

よどまちライブラリー

300円

まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館

100円

大吉堂

無料

大阪市立住吉図書館

2,000円

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

無料

大阪市立中央図書館

500円（茶菓付）

まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ

1,500円

まちライブラリー＠北浜キタリシテ

100円（材料費）

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

500円（植本された方は無料）

まちライブラリー＠中津ぱぶり家

無料

みなくるハウス

物販、ワークショップ代

エコスペースゆう

500円（１ドリンク付）

"はちみつとフリーペーパーのお店”はっち

無料

無料

無料

ゆいま～る福

500円（ドリンク付）

無料

大阪市立福島図書館

詳細要問合せ

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

無料（飲み物は各自持参）

まちライブラリー＠大阪府立大学

無料

大阪市立浪速図書館

2,000円（別途Drink代）

南堀江 Corner Stone Bar

無料

大阪市立島之内図書館

無料

大阪市立天王寺図書館

無料

大阪市立此花図書館

無料

まちライブラリー＠ぐうたら文庫

無料

もものこぶんこ

500円（茶菓付）

無料

大阪市立生野図書館

無料

大阪市立平野図書館

無料
無料

大阪市立北図書館

無料

大阪歴史博物館２階　なにわ歴史塾

おもしろかった本、好きな本を各自１冊持ち寄って頂きご紹
介頂きます。
申込・問い合わせ｜申込不要　会場｜大阪市立西淀川図書館　多目的室
主催｜大阪市立西淀川図書館

読書会－特別版－

おすすめ本

住所｜大阪市西淀川区御幣島1-2-10
問い合わせ｜06-6474-7900
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月16日（火）10:30-12:00

持ち寄った短歌をそれぞれ発表し、みんなでわいわいする。そ
んな気軽に参加できる歌会です。
申込・問い合わせ｜申込不要　問合せ：ushiryu313131@yahoo.co.jp
主催｜牛隆佑（空き家歌会管理人）

借り家歌会

短歌

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階        
問い合わせ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00

5月18日（木）19:00-20:50

猫本に囲まれた素敵な空間で、手芸通のスタッフと一緒に猫
小物を作る大人の部活動です。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

猫の手芸部

ねこ物の手芸の本

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11　DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12：00-19：00(ナイトライブラリー時20:00まで）

5月17日(水）12:00-19:00の開館時間のなかでお好きな２時間

本をきっかけによどまちライブラリ―に集い、本を通じて語り
合いましょう。自ら語りたい大切な一冊をご持参ください。
申込・問い合わせ｜申込不要　問い合わせ下記
主催｜よどまちライブラリー

植本祭＠よどまちライブラリー

命にまつわる本

住所｜大阪市東淀川区豊新4-26-3
問い合わせ｜06-6328-2112
開館時間｜平日　9：00-17：00

5月20日（土）14:00-15:00

言葉を使って遊ぶ、「ワードゲーム」を遊んでみませんか？
ゲームを通じて、言葉の魅力を再発見しましょう！
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館

言葉で遊ぼう！ワードゲーム祭

言葉に関する本

住所｜大阪市浪速区木津川2-3-8
問い合わせ｜06-6562-0410　o�ce@adash.or.jp
開館時間｜月～土9:30-18:00 日祝休

5月21日（日）10:30-15:30

お菓子を食べながらヤングアダルトについて語りませんか。ヤ
ングアダルトって何？という方も大歓迎。
申込・問い合わせ｜daikichidou@gmail.com
主催｜大吉堂

ヤングアダルトを語ろう！の会

お勧めのヤングアダルト本（あれば）

住所｜大阪市住吉区遠里小野5-3-1
問い合わせ｜daikichidou@gmail.com
開館時間｜14:00-19：00

5月21日（日）14:00-16:00

読んだことのない本を、さも読んだことのがあるように紹介し
合う読書会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立住吉図書館

読んだふり読書会

おすすめ本

住所｜大阪市住吉区南住吉3-15-57
問い合わせ｜06-6606-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月21日（日）11:00-12:00

手作り和菓子ワークショップと猫のお茶会　手作り猫ちゃん
どら焼き＆お好きな猫柄お茶碗でお薄をどうぞ！
申込・問い合わせ｜問い合わせ下記
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

手作り和菓子ワークショップと猫のお茶会

茶道・和菓子に関する本

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11　DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12:00-19:00（ナイトライブラリーは~20:00）

5月21日（日）1部 13:00-15:00　2部 15:30-17:30

おすすめの本を２冊持ち寄って紹介しあう、雑談もOKのイベ
ントです。新たな本や人と出会ってみませんか。
申込・問い合わせ｜図書館ホームページ、来館(1階相談カウンター）、
電話06-6539-3301
会場｜大阪市立中央図書館 5階 大会議室　主催｜大阪市立中央図書館

読書交流会

おすすめ本

住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合わせ｜06-6539-3326
開館時間｜月～金9：15-20:30　土日祝9：15-17：00　第1・3木休

5月20日（土）14:00-16:00

中之島公園を見下ろすビルの一室は資料館なのか、仕立屋
なのか？特別公開し、昭和初期映像を上映します。定員8名。
申込・問い合わせ｜eizo@eb.mbn.or.jp もしくは 06-6231-9710
主催｜シュール・ムジュール デサキ

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

近代大阪の本、もしくは関西の本

住所｜大阪市中央区北浜1-1-18　忠治郎ビル3階
問い合わせ｜eizo@eb.mbn.or.jp    06-6231-6710
開館時間｜要予約

5月17日(水）19:00-20:30

「アドラーの教え（岩井俊憲・著）」を使って、“真の人間関係”
の築き方をABDの手法で読み解きます。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com
主催｜「和み」の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

「アドラーの教え」ABD読書会

アドラー、心理学など

住所｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜090-5124-6807
開館時間｜イベント開催時ほか（お問い合わせください）

5月19日（金）13:00-15:00

保護犬「なな」の物語に、参加者みんなで絵を描いて世界で
ひとつしかない絵本（紙芝居）を作ります。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター（ふらっとフラットまちライブラ
リー@OCVAC）

【OCVAC第2回植本祭】「ななの絵本」を作ろう

動物に関する本（1人2冊まで）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12－10大阪市立社会福祉センター1階 
問い合わせ｜06－6765－4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜平日10:00-20:00　土10:00-16:00

5月20日（土）10:00-12:00

本を使った新しい遊びです。持ち寄った本の中から読んだこ
とのない本を選び、読んだふりをして紹介します。
申込・問い合わせ｜nakatsupublica@gmail.com
主催｜まちライブラリー＠中津ぱぶり家

読んだふり読書会×植本祭＠中津ぱぶり家

誰かに読んだふりをしてもらいたいと思う本

住所｜大阪市北区中津3-18-22（中津商店街南側から入って左手3軒目）
問い合わせ｜nakatsupublica@gmail.com
開館時間｜イベント時のみ開館（グーグルなどで「中津ぱぶり家 カレンダー」を検索）

5月18日（木）19:00-21:00

人工知能の発展によるシンギュラリティ（技術的特異点）。
28年後を予想しミニブックに。ミニライブ付き。
申込・問い合わせ｜下記参照 主催｜大阪市ボランティア・市民活動センター
（ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC）

「AI（人工知能）」や「未来」に関する本（1人2冊まで）

ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC（大阪市ボランティア・市民活動センター）

住所｜大阪市天王寺区東高津町12-10 大阪市立社会福祉センター1階 
問い合わせ｜06-6765-4041　ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜平日10:00-20:00　土10:00-16:00

【OCVAC第2回植本祭】
大胆予想！シンギュラリティ・2045年の世界
5月20日（土）15:00-17:00

在原業平（825～880）を主人公のモデルとする『伊勢物語』
を、多くの絵巻・絵本と共に鑑賞します。
申込・問い合わせ｜acafe34＠ao.osakafu-u.ac.jp
主催｜大阪府立大学地域連携室

愛

まちライブラリー＠大阪府立大学
住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階
問い合わせ｜opu-lib@ao.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00

第34回アカデミックカフェ
絵で読む伊勢物語 ～一途な恋～
5月19日（金）18：30-20：30

サービス付き高齢者向け住宅”ゆいま～る福”の居心地のいい図
書室にて、絵本の読み聞かせとクッキー作りを楽しみましょう。
申込・問い合わせ｜m_minegaki@c-net.jp
主催｜ゆいま～るライブラリー

ゆいま～るライブラリー 開設記念”絵本とクッキー”

食べ物の出てくる絵本

住所｜大阪市西淀川区福町2丁目4-8
問い合わせ｜0120-006-574
開館時間｜10：30-16：00

5月20日（土）10:30-11:00（第１回）14:30-15:00（第２回）

海外・語学・旅行・本好きの皆さんが集まる、ゆる～いお茶会です！
申込・問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com 
主催｜心斎橋 C Flat まちライブラリー

語学、海外、旅行などに関する本

心斎橋 C Flat まちライブラリー
住所｜大阪市中央区南船場3-10-28 中村興産ビル 2F
問い合わせ｜freespace.cflat@gmail.com　06-6241-0246
開館時間｜火～土 12：00-21：00、日祝 12：00-17：00（貸切イベントなどの
場合はご見学不可）

海外・語学好き読書会
Osaka Book Lovers’ Club
5月20日（土）13:00-14:30

もものこぶんこのメンバーが、絵本の読みきかせのお話会をひ
らきます（約30分間）。
申込・問い合わせ｜申し込み不要、問合せ下記
主催｜もものこぶんこ

おはなし会inみなくるハウス

住所｜大阪市阿倍野区阪南町2-7-12
問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org http://momobun.kiwamari.org/
開館時間｜イベント時のみ対応可能

5月20日（土）14:00-15:00

健康と環境をテーマにオーガニックバザールします！　美味し
い楽しいモノ、コト、ヒト　集まります。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜田中邦子

オーガニックバザール

住所｜天王寺区勝山2-19-4
問い合わせ｜eco_space_you@live.jp／090-6058-9947
開館時間｜イベント時のみ

5月21日（日）11:00-18:00

毎月開催しているWEB番組『はっちチャンネル』の公開収録
会を開催します。誰でも出演可能です！
申込・問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
主催｜”はちみつとフリーペーパーのお店”『はっち』

“はっちチャンネル”公開収録

住所｜大阪市北区中津5丁目4-21
問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
開館時間｜20：00-23：00

5月18日（木）20:00-22:00

たくさんの絵本に囲まれた部屋で、ゆっくりとくつろぎながら自
分の好きな絵本について語りあいましょう。飲み物持参可。
申込・問い合わせ｜来館、または06-6468-2336
会場｜福島区民センター　会議室
主催｜大阪市立福島図書館

絵本カフェ

おすすめ絵本

住所｜大阪市福島区吉野3-17-23
問い合わせ｜06-6468-2336
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月23日(火)14:00-15:00

猫本に囲まれた素敵な空間で、手芸通のスタッフと一緒に猫
小物を作る大人の部活動です。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

猫の手芸部

ねこ物の手芸の本

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11　DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12：00-19：00（ナイトライブラリーは20：00）

5月24日（水）12:00-19:00の開館時間のなかでお好きな２時間

大阪の歴史を変えた大和川付替え事業、この功労者である
中甚兵衛の一般に知られざる人物像に迫ります。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook、または岡本（090-4270-5660）
主催｜小松、美濃原、岡本

大和川カフェ 『中甚兵衛の生涯』

テーマに関連する本、又はお気に入りの本

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41南海なんば第1ビルI-siteなんば3階        
問い合わせ｜http://www.opu-lib.osakafu-u.ac.jp
開館時間｜火～土13:00-20:00 　祝13：00-17：00

5月24日（水）18:30-20:30

ご自分が大切にしている思い出の本、思い入れのある本など
を持ち寄って、お互いに紹介しあいましょう。「おもしろそう」と
思った本は、ぜひ図書館で借りて読んでみてください。

申込・問い合わせ｜申込不要　主催｜大阪市立浪速図書館

読書会拡大版「大切にしている思い出の本」

おすすめ本

住所｜大阪市浪速区敷津西1-5-23
問い合わせ｜06-6632-4946
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月25日（木）15:30-16:30

新しい本の視点と音食人酒を楽しむ一夜限りの文壇ＢＡＲイ
ベント第６夜。初参加の方、大歓迎！
申込・問い合わせ｜info.osakaniwaca@gmail.com
主催｜大阪俄

文壇イベント　アソートボックス　第６夜

あなたの扉を開いて、
内側にある太陽(希望のようなもの)を呼び起こす本

住所｜大阪市西区南堀江2-13-26 2F
問い合わせ｜http://csmusic.jp/bar/
開館時間｜19:00-24:00

5月28日(日)18:30-24:00

葉っぱの形の台紙におすすめ本と一言メッセージを書いて、
みんなで「読書の木」を育てましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立島之内図書館

育てよう！読書の木

住所｜大阪市中央区島之内2-12-31
問い合わせ｜06-6211-3645
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月15日（土）～5月28日（日）開館時間内

1年間、天王寺図書館で貸出がなかった本を展示します。
表紙を前面に押し出して、その魅力を伝えます。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立天王寺図書館

一年間貸出されなかった本展

住所｜大阪市天王寺区上之宮町4-47
問い合わせ｜06-6771-2840
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月21日（金）～5月17日（水）開館時間内

★

★

★

★

★

★

お勧めの本、または心に残った本について語ってみませんか？
当日、その本やメモをご持参ください。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立此花区民ホール 1階 第1会議室
主催｜大阪市立此花図書館

読書会番外編－私の出合った本

おすすめ本

住所｜大阪市此花区四貫島1-1-18
問い合わせ｜06-6463-3463
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月16日（火）10:30-12:00

テーマ「巡」に合った本を持ち寄り、自己紹介と本の紹介をし
ます。集まった本の内一冊を借りて帰れます。（１０名程度）
申込・問い合わせ｜eizo@eb.mbn.or.jp または 06-6231-6710
主催｜チーム「だいたい」 (出崎栄三・小野千佐子・内田利恵子・東美樹子・渡辺一郎）

巡

Wグラフィックス&アーツ （渡辺一郎事務所）

だいたい満月に ほんまにぶらりまちライブラリーラリー
5月15日（月）18:30-20:30

おすすめの子どもの本 大きな紙にいっぱいらくがきしよう！絵本の読み聞かせもする
かもね♪よかったら遊びに来てね。
申込・問い合わせ｜申込は不要・問い合わせ下記　
主催｜まちライブラリー＠ぐうたら文庫

ぐうたら文庫のらくがき天国

住所｜大阪市住吉区
問い合わせ｜hachimamakko@yahoo.co.jp
開館時間｜いつでも

住所｜大阪市西区南堀江1-10-11　西谷ビル1号館3F16号
問い合わせ｜06-7504-4407
開館時間｜イベント時のみ

5月14日（日）お昼ごはん前からおやつの時間くらいまで

「大人も楽しい子どもの本」をテーマに絵本や子ども向けの本
を持ち寄り、その楽しさを語り合いましょう。
申込・問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org
主催｜もものこぶんこ

「大人も楽しい子どもの本」読書会

住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org http://momobun.kiwamari.org/
開館時間｜火 16：00-18：00／土13：00-17：00（第3土休）

5月14日（日）14:00-15:30

利用者の皆さんからのおすすめの本を募集。おすすめコメント
のカードと一緒に本の展示をします。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立生野図書館

つながる　ひろがる　本の森　展

住所｜大阪市生野区勝山南4-7-11
問い合わせ｜06-6717-2381
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月21日（金）～5月31日（水）開館時間内

ロングセラー絵本を展示します。感想や思い出を書いたカー
ドを貼って、絵本の木を作りましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立平野図書館

絵本の木をつくろう

住所｜大阪市平野区平野東1-8-2
問い合わせ｜06-6793-0881
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月21日（金）～6月14日（水）開館時間内

大阪歴史博物館２階　なにわ歴史塾
住所｜大阪市中央区大手前4-1-32
問い合わせ｜06-6946-5728
開館時間｜9:30-17:00

江戸時代の天体観測など特集展「重要文化財指定記念 な
にわの町人天文学者・間重富」に関する図書を並べます。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせ下記
主催｜大阪歴史博物館

特集展「重要文化財指定記念 なにわの町人
天文学者・間重富」関連図書コーナー
4月26日（水）～6月19日（月）9:30-17:00

★
1年以上借りられなかった本。小説を中心に「貸出0(ゼロ)の
本」と「人」との出会いを願って、展示。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立北図書館

【図書展示】貸出0（ゼロ）の本、読んでみて！

住所｜大阪市北区本庄東3-8-2
問い合わせ｜06-6375-0410
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月21日（金）～5月31日（水）開館時間内

特別展「渡来人いずこより」に関する本、古墳時代の日本と朝
鮮半島諸国との交流を解説した図書を並べます。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせ下記
主催｜大阪歴史博物館

特別展「渡来人いずこより」関連図書コーナー

住所｜大阪市中央区大手前4-1-32
問い合わせ｜06-6946-5728
開館時間｜9:30-17:00

4月26日（水）～6月12日（月）9:30-17:00

★
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無料

大阪市立住之江図書館

無料 無料

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

無料

大阪市立西成図書館

無料

茨木市立中央図書館

無料

八尾市立八尾図書館

無料

ドーンセンター情報ライブラリー

無料

LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

無料

大阪市立都島図書館

無料

大阪市立東淀川図書館

無料
無料

茨木市立中央図書館

無料

豊中市立野畑図書館

無料

豊中市立野畑図書館

無料

茨木市立中央図書館

無料

無料

まちライブラリー＠みのおキューズモール

500円＋一品持ち寄り
（持ち寄りパーティ参加者）

500円（お茶、お菓子代）

無料

茨木市立中央図書館

無料

豊中市立高川図書館

無料

茨木市立水尾図書館

無料 ※要整理券

八尾市立山本図書館

無料

大阪市立阿倍野図書館

無料

堺市立中央図書館

無料

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）

ご好評をいただいてます福袋展。図書館司書でなく皆さんが
互いに本を紹介しあうところがポイントです。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立住之江図書館

あなたがつくる図書館福袋

おすすめ本

住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-20
問い合わせ｜06-6683-2788
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月29日（土・祝）～5月28日（日）開館時間内

闘病に関する講演やワークショップなど多彩な内容。闘病記
の展示や販売もします。
申込・問い合わせ｜星湖舎　06-6777-3410
会場｜近鉄百貨店上本町店１０階「近鉄文化サロン」 
住所｜大阪市天王寺区上本町6-1-55
主催｜チーム闘病記

闘病記フェスティバル
5月3日（水祝）-5月5日（金祝）10:30-17:00（最終日15:00まで）

日本最大の炭鉱だった九州の三池炭鉱の閉山20年を期し
て、炭鉱と関西とのつながりについての展示を開催します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
会場｜エル・おおさかギャラリー
住所｜大阪府大阪市中央区北浜東３－１４ エル・おおさか9階
主催｜エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）、関西・炭鉱と記憶の会

炭鉱の記憶と関西 三池炭鉱閉山20年展

住所｜大阪市中央区北浜東3-14　エル・おおさか4階
問い合わせ｜lib@shaunkyo.jp
開館時間｜10:00-17:00（第1、第3金20:00まで）

5月5日（金・祝）-5月9日（火）10:00-19:00

過去のブックフェスタにおいて、利用者より紹介コメントをい
ただいた図書を福袋形式で貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立西成図書館

【図書展示】西成図書館プレゼンツ「おすすめ本X」

住所｜大阪市西成区岸里1-1-50
問い合わせ｜06-6659-2346
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月2日（火）-6月30日（金）開館時間内

おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな絵本と交換しま
せんか。当日絵本をお持ちください（２冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せは下記
主催｜茨木市立中央図書館

えほん交換会

住所｜大阪府茨木市畑田町1-51
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月・土日祝9：30-17：00　火水木金9：30-20：00

4月29日（土・祝）11:00-16:00

大人も子どもも作ってあそべる工作イベントを開催します！
申込・問い合わせ｜tosyokan@city.yao.osaka.jp　※事前申込は不要
会場｜八尾市立青少年センター集会室（八尾図書館３階）
主催｜八尾図書館

大人も子どもも作ってあそぼう！工作屋台村

住所｜八尾市本町2-2-8
問い合わせ｜072-993-3606
開館時間｜火日祝10:00-17:00、水木金土10:00-19:00

4月30日（日）10:00～15:30

女性の生き方に関する本や映像作品をメッセージカード付き
で紹介します。メッセージカードは来場者からも受付します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜【企画運営】ドーン運営共同体

私（わたし）から私（あなた）へ贈る本棚

住所｜大阪市中央区大手前1-3-49
問い合わせ｜06-6910-8616
開館時間｜火～土　9:30-21:30　日祝　9:30-17:00

4月29日（土・祝）～5月28日（日）開館時間内

ねこ作家さんの展覧会と猫好きにはたまらないオリジナルね
こ物の展示販売【猫図書ギャラリー＆モール】です。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜LIBRARY & SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

猫図書ギャラリー＆モール

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11 DHB4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp
開館時間｜12：00-19：00（ナイトライブラリー時20:00まで）

5月2日（火）～7月28日（水）開館時間内

おすすめの絵本が入ったお楽しみ袋です。
赤ちゃん向け・幼児向け・小学校低学年向けを貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立都島図書館

絵本おたのしみ袋展

住所｜大阪市都島区中野町2-16-25
問い合わせ｜06-6354-3229
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

4月29日(土・祝)-なくなり次第終了　開館時間内

背表紙だけでは魅力が伝えられず、本棚に埋もれたまま、１年
以上誰にも借りてもらえなかった本を展示、貸出します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜大阪市立東淀川図書館

1年間、貸出０（ゼロ）の本 展

住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53
問い合わせ｜06-6323-5476
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月2日（火）～31日（水）開館時間内

八尾市立八尾図書館
住所｜八尾市本町2-2-8
問い合わせ｜072-993-3606
開館時間｜火日祝10:00-17:00、水木金土10:00-19:00

この日、本を借りられた方に、八尾図書館特製ブックカバーを
配布します（先着1,000名）。
申込・問い合わせ｜tosyokan@city.yao.osaka.jp　※事前申込は不要
会場｜八尾図書館　（1階カウンター）
主催｜八尾図書館

「八尾図書館開館40周年記念ブックカバー」
プレゼント
4月30日（日）10:00-17:00（なくなり次第終了） おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな絵本と交換しま

せんか。当日絵本をお持ちください（２冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せは下記
主催｜茨木市立中央図書館

えほん交換会

住所｜大阪府茨木市畑田町1-51
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月・土日祝9：30-17：00　火水木金9：30-20：00

4月30日（日）11:00-16:00

幼児から小学生向けのおはなし会です。絵本の読み聞かせや
手あそびなどをします。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜豊中市立野畑図書館

おはなしひろば

住所｜豊中市春日町4-11-1
問い合わせ｜06-6845-2400
開館時間｜火～金10：00-19：00（参考室は17：00まで）土日祝10：00-17：00

5月3日（水・祝）15:30-16:00

乳児向けのおはなし会です。絵本の読み聞かせや手あそびな
どをします。対象は0～2歳です。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜豊中市立野畑図書館

よちよちえほん

住所｜豊中市春日町4-11-1
問い合わせ｜06-6845-2400
開館時間｜火～金10：00-19：00（参考室は17：00まで）土日祝10：00-17：00

5月5日（金・祝）10:30-11:00

おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな絵本と交換しま
せんか。当日絵本をお持ちください（２冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせ下記
主催｜茨木市立中央図書館

えほん交換会

住所｜大阪府茨木市畑田町1-51
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月・土日祝9：30-17：00　火水木金9：30-20：00

5月5日（金祝）11:00-16:00

豊中市立岡町図書館
住所｜豊中市岡町北3-4-2 問い合わせ｜06-6843-4553
開館時間｜火～金10：00-19：00（こども室・参考室は17：00まで）
土日祝10：00-17：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

岡町図書館の水曜日はおはなし会の日。それぞれ年齢に合わ
せてに楽しめるえほんやわらべうたあそびで過ごします。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜豊中市立岡町図書館

おはなしぴよぴよ・おはなしよちよち・
おはなしとことこ
5月3日（水・祝）ぴよぴよ10:15-10:30
よちよち10:40-11:00　とことこ11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪府

EVENT SCHEDULE

よく読んでいたけど今はあまりという絵本をそれぞれ持ち寄っ
て交換しませんか？
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜まちライブラリー

みのおキューズモール巣箱図書館のえほん交換会

絵本

住所｜箕面市西宿1-17-22 みのおキューズモール内 EAST-1 ちびっこ広場
問い合わせ｜06-6949-9222（まちライブラリー＠もりのみやキューズモール事務局）
開館時間｜随時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月9日（火）14:00-16:00

英語絵本のお話と外国文化の体験ワークショップ。作ったも
のを身につけてみんなで外を大行進！？
申込・問い合わせ｜chaonao@nifty.com（高島直子）
主催｜ホンノワまちライブラリー

英語の絵本や外国を知る本（なくても可）

ホンノワまちライブラリー
住所｜大阪府泉大津市豊中町1-12-12
問い合わせ｜090-8497-0776（高島）
開館時間｜巣箱型本箱は随時閲覧可

【英語と絵本】
ホンノワ的 St.Patrick Dayを楽しもう！
5月6日（土）10:30-13:00頃

近つ飛鳥古墳と自然を感じながら、オススメの本を紹介＆交
流しつつ、自宅ライブラリーの場所を紹介したいです。
申込・問い合わせ｜問合せ下記
主催｜まちライブラリーアトリエ Tomo

春をイメージさせるもの、またはアート、手作り系の本。

まちライブラリーアトリエ Tomo
住所｜南河内郡河南町大宝2丁目22-2（個人宅）
問い合わせ｜090 8142 7707 or tomoenk6@gmail.com
開館時間｜10:00-17:00要事前連絡

古墳でオススメ本紹介会 &
まちライブラリーとマッチボックスアート紹介
5月7日（日）11:00-15:00頃

おすすめメッセージを書いて、会場内の好きな絵本と交換しま
せんか。当日絵本をお持ちください（２冊まで）。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜茨木市立中央図書館

えほん交換会

住所｜大阪府茨木市畑田町1-51
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月・土日祝9：30-17：00　火水木金9：30-20：00

5月6日（土）11:00-16:00

図書館所蔵のアナログレコードを聴きながら読書をしてみま
せんか。ジャズに関する本の展示もあります。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜豊中市立高川図書館

図書館で聴いて読むJAZZ

住所｜豊中市豊南町東1-2-2
問い合わせ｜06-6336-6901
開館時間｜土日火木10:00-17：00　月水10：00-19：00

5月7日（日）13:00-17:00

普通サイズの絵本では味わえない楽しさを！いつもより大き
な絵本の読み聞かせを大いに楽しんでください。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜茨木市立水尾図書館　おはなし室
主催｜茨木市立水尾図書館

大きな、おおきな絵本をたのしもう！

住所｜茨木市水尾三丁目3-18
問い合わせ｜072-637-4416
開館時間｜月土日祝9：30-17：00　水木金9：30-20：00

5月7日（日）11:00-12:00

楽しい手づくりのミニ縁日、紙や色々な材料でつくったミニ
ゲームをします。絵本もあるよ。遊びに来てね！
申込・問い合わせ｜yamamoto-lib@city.yao.osaka.jp
会場｜山本図書館 （３階 学習室）
主催｜山本図書館

スペシャルおはなし会「こども縁日で遊ぼう！」

住所｜八尾市山本町1-8-11
問い合わせ｜075-995-3883
開館時間｜火・日祝10:00-17:00、水木金土10:00-19:00

5月6日（土）13:30-15:30

闘病記

★

★

★

阿倍野図書館で一年以上誰にも貸出されなかった本を取り
上げて大人向けのものを中心に展示します。一見地味でも
キラリと光る隠れた良書に出会って下さい。
申込・問合せ｜申込不要、問合せ下記 
主催｜大阪市立阿倍野図書館

「貸出ゼロの本」展

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合せ｜06-6656-1009
開館時間｜火～金10:00-19:00　土日祝10:00-17:00　月・第3木休

5月19日（金）～7月19日（水）開館時間内

おはなしや絵本の読み聞かせ、絵本をテーマとした人形劇、
図書館探検、工作ワークショップなどです。
申込・問合せ｜申込不要、問合せ下記 
主催｜堺市立中央図書館

堺市図書館まつり

住所｜堺市堺区大仙中町18-1 
問い合せ｜072-244-3811
開館時間｜火～金10:00-20:00土日祝10:00-18:00

5月7日（日）10:45-15:30

日本の、大阪の今と未来を支える「ものづくり」について、課題
図書を読みディスカッションを行います。
申込・問合せ｜下記参照 
主催｜ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）・大阪府立中央図書館・大
阪府立中之島図書館

“ものづくり企業が集う大人の読書会”in MOBIO

課題図書「全一冊 小説 上杉鷹山(集英社文庫)」童門 冬二（著）

住所｜東大阪市荒本北1丁目4番17号　クリエイションコア東大阪　北館3階
問い合せ｜06-6748-1050、Seizo@gbox.pref.osaka.lg.jp
開館時間｜9:00-17:00

5月9日（火）18:30-20:00

主に現代美術関係の図録を数百冊おいているギャラリー＆
図録図書館です。
住所｜大阪市北区中崎西4丁目1-7グリーンシティ205号
問い合わせ｜06-6147-5774　
開館時間｜12:00～19：00 火休　不定休あり

まちライブラリー＠ぎゃらりーウォーター・ベア
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