BOOK FESTA
2016 in KANSAI
まちライブラリー ブックフェスタ2016 in 関西

1 6 0 ヵ 所 の ブックスポットで 2 8 3 の イベ ントを 開 催！
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5月15日●

オススメ本を持ち寄ってみんなで育てるライブラリー

もりのみやカフェでフォト撮影

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
4/29○○30○
もりの植本祭＆一箱古本市
金 祝

土

獣医師となって60 年、
その間に体験した牛、馬、犬、鳥などの
面白いお話を紹介します。

「もりのみやの古本展」

カタリスト：土井健次郎氏（開業獣医師、大阪府立大学卒）

1階BASEパーク

申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com まちライブラリーFacebook
主催｜
「和み」
の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

もものこぶんこ出張おはなし会
5月4日（水）11:00-11:30 14:00-14:30

DJ加美幸伸さんと
楽しいひととき

5/15○

ブックフェスタ・
クロージング

借りた本にはコメントを付けてお返しください。
巣箱本棚は地元の方が中心のメンバーで運営します。運営メンバーも募集中！

（ドリンク付）

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜まちライブラリー

紙のもん〜かみのもん〜
4月20日（水）18:30-20:00

（ドリンク付）

FREE（指定なし）

誰も知らなかった古代史 3
500円
（ドリンク付）

歴史関係の本・時代小説・読み物（ほか何でも）
古代史を史書・遺跡遺物・化学分析等から見直し
「知られて
いなかった」古代の姿を知ってもらいます。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜正木裕（古田史学の会 大阪府立大学講師）

4月20日（水）18:00-20:00

（ドリンク付）

楽器を演奏したことがない方、言葉で言いたいことを上手く伝
えられない方、素朴な音の
「音具」
で自分の音を作りませんか。

肉、魚貝、粉もん、
あんこ、菜っ葉もん、スイーツなど、
もりのみ
やのうまい！を探訪し、
うまいもんマップを作ります。

申込・問い合わせ｜tatsujimoto54@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜辻本たかし

申込・問い合わせ｜creativevega0501@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜わたしの図書館 ミルキーウェイ 石田通夫

4月21日（木）13:00-14:30

無料

季節の絵本や手遊び、パネルシアターなど盛りだくさんな内
容でお届け！テーマは
「母の日」
にちなんで
「おかあさん」。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook

もりの植本祭＆一箱古本市

4月27日（水）18:00-20:00

500円

（ドリンク付）

食に関する本
肉、魚貝、粉もん、
あんこ、菜っ葉もん、スイーツなど、
もりのみ
やのうまい！を探訪し、
うまいもんマップを作ります。

4月29日（金･祝）30日（土）10:00-17:00

500円
（ドリンク付）

ヘルスエイドエアトラックを会場に、
さまざまなミニイベントや
古本屋さんが出店します！
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook

申込・問い合わせ｜creativevega0501@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜わたしの図書館 ミルキーウェイ 石田通夫

人生に影響を与えた本シリーズ②

〜えほんのよみきかせ・工作〜

5月5日（木・祝）11:00-12:00 14:00-15:00

（魂の燃焼へ）読書会
無料

ボランティアグループ“パロムロムパ”がもりのみやにやってくる
♪えほんやわらべうたをたのしんだあと、工作をするよ。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせはまちライブラリーFacebookまで
主催｜仲麻紀子

500円
（ドリンク付）

5月8日（日）17:00-19:00

僕たちは親なり先生なりからお説教をされながら大きくなりま
した。
キリスト教の視点から
「説教」
を面白く説明します。
申込・問い合わせ｜sinya-hada@hotmail.co.jp まちライブラリーFacebook
主催｜葉田真也

5月6日（金）18:00-20:00

1,000円
（ドリンク付）

人生に影響を与えた本
【魂の燃焼へ（執行草舟、清水克衛著）】から人生の指針・生
き方を学ぶ、RFA＆楽読を融合させた楽読メソッドの世界。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

ピッツァフォルノカフェの
できたてアツアツの
窯焼きピッツァを楽しめます！

4月21日(木）18:30-20:00

アルバム持参1,000円、アルバム付2,000円
（いずれも材料+ドリンク付）

思い出の写真をマスキングテープやシールで飾り、オリジナル
アルバムを作りませんか？小さなお子様も参加いただけます。
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜岡田みの

（魂の燃焼へ）読書会
5月12日（木）18:00-20:00

1,000円
（ドリンク付）

人生に影響を与えた本
【魂の燃焼へ（執行草舟、清水克衛著）】から人生の指針・生
き方を学ぶ、RFA＆楽読を融合させた楽読メソッドの世界。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

800円

（お菓子とお茶）

5月13日（金）18:30-20:00

500円
（ドリンク付）

歴史関係の本・時代小説・読み物（ほか何でも）

ご自身お薦めの本

古代史を、史書・遺跡遺物・化学分析等から見直し
「知られて
いなかった」古代の姿を知ってもらいます。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜小清水典子

申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info まちライブラリーFacebook
主催｜秋保強

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜正木裕（古田史学の会 大阪府立大学講師）

元・鮮魚部主任がこっそり教える、

人生に影響を与えた本シリーズ①

500円

（ドリンク付）

魚、食に関する本

（人生で大切なことは、すべて「書店」で買える）読書会
4月24日（日）11:00-13:00

1,000円

（ドリンク付）

人生に影響を与えた本

【新しい時代の手相術を身につけながら読む！】

本を読むことができます。

1,000円

（ドリンク付）

人生の指南、生き方の参考になった本
バガヴァッド・ギーター【中国の古典】から人生の指針・生き
方を学び、
ハンドリーディングの世界をお見せします。

申込・問い合わせ｜takotakoagaretenmade2013@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜大久保利也

申込・問い合わせ｜kaji,masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

まちライブラリー、ピッツァフォルノカフェ、キッズコーナー、FMCOCOLO のスタジ
シュされ、ほっと一息つけるリビングのような空間で、飲食を楽しみながら自由に

（バガヴアッド・ギータ）読書会
5月15日（日）14:30-16:30

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール は、
オが併設する新しいスタイルのコミュニティ・ライブラリーです。気持ちがリフレッ

なにわの食育鮮魚士「おくとぱすがーでん」
の魚食食育講座。 「人生で大切なことは、
すべて
「書店」
で買える」千田琢哉著か
誰もが、必ずお魚のトリコになること間違いなし!！
ら人生の指針・生き方を学びます。

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。

うまい！もりのみや探訪プロジェクト

2

月に一度、木曜日にゆるゆる一種類のお茶を飲んでおしゃべ
りする会です。
日本茶の新茶をピックアップします。

4月23日（土）13:00-14:00

申込・問い合わせ｜kaji,masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

誰も知らなかった古代史 4

木曜日にお茶を飲もう♪
アルバム持参1,000円、アルバム付2,000円
（いずれも材料+ドリンク付）

思い出の写真をマスキングテープやシールで飾り、オリジナル
アルバムを作りませんか？小さなお子様も参加いただけます。

おサカナのおもろい話！

申込・問い合わせ｜homeservis@titan.ocn.ne.jp まちライブラリーFacebook
主催｜ニーズサービス株式会社

人生に影響を与えた本シリーズ②

500円

食に関する本

手作り・思い出

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜水辺の図書館

カタリスト：大下隆司
（古田史学の会・会員）

4月18日（月）13:30-16:30

アルバムカフェ
500円

あなたの愛でる
「紙もん」は何ですか？チラシ・切手・ショップ
カード・フライヤー…おすすめを持ち寄り、わいわい楽しみま
しょう！

4月22日（金）18:30-20:00

うまい！もりのみや探訪プロジェクト
1,500円
（材料+ドリンク代）

音・音楽・楽器・感情心理・芸術など

シリーズ企画『新人小説家・中村理聖と小説をつくろう」、
いよ
いよ最終回！今回は春編。
目の前で物語が生まれる奇跡の瞬
間にぜひお立ち会いください！

人生の指南、生き方の参考になった本
バガヴァッド・ギーター【中国の古典】から人生の指針・生き
方を学びます。

手作り・思い出

お買い物のついでに、
ふらっと立ち寄れるライブラリー。本の貸出も行います。

テーマはFacebookイベントページにて発表

5月8日（日）11:00-11:30 15:00-15:30

1,000円
（ドリンク付）

よりよい歳の重ね方、高齢化社会を
「幸齢社会」
に！！もちよっ
た本から明るい未来を語りませんか？

てっぺん禿のお坊さんのお説教

おはなし会サポーターによる

えほんよみきかせの会

5月12日（木）13:00-14:30

まちライブラリーの巣箱本棚が出現します。

1,000円

おススメしたい本

4月24日（日）17:00-19:00

アルバムカフェ

中村理聖と小説をつくろう̶春編̶（最終回） 音を作る人
4月17日（日）18:00-20:00

あんなこと！
こんなこと？！
振り返ろう

あべの、
みのお、
あまがさきのキューズモールに

キューズモールに登場！

500円
（ドリンク付）

【新しい時代の手相術を身につけながら読む！】

5月15日（日）17：00〜19：00
参加費：2,000円（ドリンク・軽食つき）

日時：4/17（日）、23（土）、29（金・祝）
を予定
詳しくはFacebookをご確認ください

あっちこっちの

無料

申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせはnegibasan@kiwamari.org、
まちライブラリーFacebookまで
主催｜もものこぶんこ

ブックフェスタでイベントを実施した主催者が、
その様子を紹介します。
イベントに参加できなかった方は、ぜひこの機会にご参加ください！

オススメの本トークから、
ブックフェスタの楽しみ方まで
話題は盛りだくさん！
一箱古本市の仕掛け人、南陀楼綾繁さんも登場。

巣箱型本箱が、

4月24日（日）17:00-19:00

（バガヴアッド・ギータ）読書会

日

FMCOCOLOの
DJ加美幸伸さんとゲストによるDJトークを開催します。

1

幸齢にする社会を語り合おう

パロムロムパとあそぼう☆

絵本のよみきかせや手遊び、パネルシアターを開催。
お子さん
連れ、
また、大人の方だけでも大歓迎。

植本祭＆一箱古本市のあとは、
みんなで盛りあがろう！

金 祝

（ドリンク付）

動物、
ペット、獣医

植本祭スペシャルイベント“大交流会”

土

500円

4月27日（水）14:00-16:00

金 祝

日

ドリンクやスイーツを頂きながら、楽しく撮影しましょう！
（プロ
カメラマンに撮影のコツを聞こう）

牛馬犬鳥などのおもしろい話

同時開催

4/17○23○29○○
まちライブラリー DJトーク

（ドリンク付）

スイーツ、
お菓子本

獣医師 60 年の体験から、

4/29○○

日時：4月29日
（金・祝）18：00〜20:00
参加費：3,000円（軽食・ドリンク付）

4月24日（日）11:00-13:00

申込・問い合わせ｜higashi@cocohacocoa.jp まちライブラリーFacebook
主催｜ニーズサービス株式会社デザイン事業部

もりのみや
キューズモールBASEで
1日楽しもう！

大阪城を眺めるもりのみやキューズモールBASEのヘルスエイドエアトラックで、
本を持ち寄るミニイベントと一箱古本市を開催。
一人一箱の小さなスペースだけれども、
自分の好きな本を集めました。
掘り出し物が見つかるかも⁉

日時：4月29日
（金・祝）30日
（土） 10:00-17:00
会場：もりのみやキューズモールBASE ヘルスエイドエアトラック
※雨天の場合 一箱古本市中止、植本祭はまちライブラリー内で実施

高齢化問題から
1,000円

開館日・時間｜10:00 〜23:00 カフェの利用、書籍の閲覧が可能（休業はキューズモールの休館日と同じ）

会員登録・貸出及び寄贈の受付｜月・水・木・金11:00 〜 20:00 、土日祝休日11:00 〜19:00［定休日 火曜］

住所｜〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１番７０号

連絡先｜06-6949-9222

Email｜machilibrary.morinomiya＠gmail.com
Web｜http://machi-library.org/where/detail/563/

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

本を通じて仲間をつくる「大人のサークル活動」はじませんか。

まちライブラリー @ OIC （ 立 命 館 大 学 大 阪いばらきキャンパス）

本を持ってイベントに参加しよう！
大阪市

大阪府

兵庫県

京都府

奈良県

和歌山県

徳島県

160 カ所のブックスポットで開催される、283 のイベントを一覧にしました。
イベントは、エリア毎に、日付順で並んでいます。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。
絵本交換会＠欣の市（といいつつ絵本以外も可） 大阪の町屋の、
「まちライブラリー」で、
本に、人に、手作り作家さんの作品に、出会おう！
本1冊以上

EVENT SCHEDULE

4/16（土）10:00–16:00

4/16（土）10:00–17:00〈4/15（金）も開催〉

絵本・児童書
読まなくなった絵本、本棚に眠っていませんか？次のオーナー
に託しても良いという絵本を持ち寄り、
メッセージをつけて交
換しましょう。

大阪市

2015 年 4 月に誕生した「まちライブラリー＠ OIC 」は、本や共通のテーマを持った人たちが出会い、

申込・問い合わせ｜m-nishiyama@1to8.co.jp

交流を深めながらコミュニティを「インキュベート
（育成・支援）」する場です。

まちライブラリー＠イチハチ in 欣の市

1 周年を迎え、今回は 5/15（日）に 2 回目となる「植本祭」を開催します。

5月15日（日）11:00-12:30

参加費100円
（資料代）

川端康成、茨木
版画作品「川端少年の歩いた道」
を通して、川端康成の生い
立ちと少年時代の情景を紹介します。
カタリスト：田主 誠
会場｜まちライブラリー＠OIC内

3

5月15日（日）11:00-12:30

無料

ガンダム
名ゼリフの多いファーストガンダムを語る会です。
自分の好き
な場面、
セリフを語りましょう。
カタリスト：白石 義男

昔懐かしいポン菓子と紙芝居を楽しもう。 あなたにも必ず作れる！
参加費100円
人が集まるチラシのつくり方講座
5月15日（日）11:00-13:00頃随時
（ポン菓子代）
昔懐かしい
「ポン菓子」
を参加者の皆さんと一緒に作り、かた
わら
「紙芝居」
の実演します。
申込不要・先着順
カタリスト：平松 克一

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）11:00-12:30

大学生が教える！タブレット教室
参加費500円
（資料代）

シニアの初心者でスマホ・タブレットに挑戦してみてもらうた
めのきっかけ教室です。学生たちとしゃべりながら楽しくスマ
ホ・タブレットの便利さや基本を学んでいただくことで、大学
生と地域のシニアの世代間での新たなコミュニティーの形成
を目的としています。
（定員15名）
カタリスト：芳本 大樹
会場｜2F B275

「読むプラス」
松本清張『張込み』を読んで
5月15日（日）13:30-15:00

阪神淡路大震災の年に生まれた
学生と考える防災・減災活動

無料

チラシづくり、
デザイン
「講座やイベントを企画してチラシを作っても、人が集まらな
い。」
このような経験をしたことはありませんか。人が集まるチラ
シには
【法則】
があります。
【 今すぐ役立つ、
チラシづくりの知識
やテクニック】
をあなたにお伝えします。カタリスト：廣里 隆明

5月15日（日）11:00-12:30

無料

防災、減災

松本清張
「読むプラス」
では、
月に一度、一冊の本を読み、読後感を出し
合います。多視点で一冊の本に触れるなかで、最後には思い
もよらぬ自分の一面に出会います。豊かな時間です。
カタリスト：大平 幸、金 憲子

辞書・辞典

会場｜R-AGORA（2F）

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）13:30-15:00

参加費300円
（お茶・お菓子）

ご自身のおすすめの本
増え続ける
「まちライブラリー」の本を使っていろいろ遊びを
考えて実際にやってみる会です。新しい本との接し方がうまれ
たらいいなぁと思っています。
カタリスト：秋保 強
会場｜まちライブラリー＠OIC内

【 RITA LABOブッククラブ】
What's アクティブラーニング？ これからの教育を語る読書会
5月15日（日）13:30-15:00

無料

アクティブラーニング、教育、学び
京セラ稲盛和夫氏が提唱する
「利他」
をベースにした読書会。
今回は「アクティブラーニング」
をテーマに関連書籍を持ち寄
り、考え方や実践について語りたいと思います。
カタリスト：奥野 美里
会場｜R-AGORA（2F）

あなたの好きな音楽を語ろう！
無料

音楽
日常生活のいたるところで音楽と関係している私たち。好きな
音楽、BGMの効果、部活で音楽をしているなど。集まった人で
いろいろな音楽の話をしませんか。
カタリスト：上岡 茉利奈
会場｜R-AGORA（2F）

無料

辞書を通して
「人生」
の定義を考えます。
同じ言葉でも、辞書ご
とに定義が異なっていることがあります。本イベントでは
「人生」
という言葉の辞書ごとの違いを吟味したあと、
自分なりの「人
生」
の定義とは何かについて考えます。カタリスト：今西 隆次郎

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）13:30-15:00

5月15日（日）11:00-12:30

本とソフトクリーム
〜語り合おう、
ソフトクリーム〜

5月15日（日）13:30-15:00

無料

ソフトクリーム
ソフトクリームについてお話しましょう。
あなたの思い出のソフ
トクリームについて教えてください！本や、物語の中に出てくる
印象に残ったソフトクリームを語りましょう。
カタリスト：高橋 光輝
会場｜R-AGORA（2F）

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。

手書き文化にふれましょう
〜カリグラフィーを通じて〜

5月15日（日）15:00-16:00

カリグラフィーはご存じでしょうか。欧文書体の基本的なこと
をペンで書きながら楽しみましょう。
カタリスト：坪井 なつみ

500円

海外旅行、語学
海外旅行や語学に興味がある方へ！旅行の本や語学の参考
書、海外に関する内容の本を持ち寄ってワイワイ情報交換を
するお茶会です。

心斎橋 C Flat まちライブラリー

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合わせ｜06-6656-1009
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

500円（お茶代）＋
お茶会にピッタリのお菓子

4/16（土）13:00–17:00

お茶・食べ物・カフェに関する本、空間・居場所に関する本、働くことに関する本
働いている人・働きたい人の
「居場所」
を提供するÁワーク創
造館で、
こだわりの
「お茶」
を楽しみながら、
「居場所」
について
話し合いませんか？

4/16（土）13:00–15:30

無料

アメリカの海洋生物学者レイチェル・カーソンの『センス・オ
ブ・ワンダー』を読んで、あなたの「センス・オブ・ワンダー」を
シェアしませんか？
申込・問い合わせ｜osaka@candyproject.org

まちライブラリー＠A ́ワーク創造館

春のおはなし会

4/16（土）14:00–15:00

無料

おはなしボランティア パタポンのみなさんによる楽しいおはなし
がいっぱいです。
おはなしの好きな方ならどなたでもご参加いただけます。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市西淀川図書館 多目的室

大阪市立西淀川図書館

ISまちライブラリー 4月本とバルの日

絵本
絵本はこどもが読むものと決めていませんか？こどもも大人も
トリコになる本、大人だからこそハマル本、大好きな絵本をも
ちよって、語り合いましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立旭図書館 多目的室

〜北浜・天満橋まちライブラリーツアー

4/16（土）第1部15:00-17:00 第2部17:00-19:00

第1部のみ1,000円
通し3,000円（交流会）

おすすめしたい本
大阪散歩たけちゃんのガイドのもと、
まちライブラリー発祥の
北浜・天満橋周辺の、歴史や文化を感じながらまちライブラ
リーの人に会いに行きませんか？

ISまちライブラリー
土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

ピテラジ ボイスドラマ朗読会
1000円／1人
※お代わり自由のドリンク付き

声優・役者・ラジオDJ・イベントMCなど声の表現者で結成さ
れたボイスドラマチームと一緒に本を朗読して皆でボイスドラ
マCDを作ろう！
申込・問い合わせ｜pithecanthropuselectus@gmail.com
主催｜ピテラジ大阪本部 祷（いのり）

sky studio（インターネットラジオサイト ピテラジ大阪支部）
住所｜大阪市北区天神橋７丁目3-8 天六センタービル4Fスカイサウンドスタジオ

無料

絵本の読みきかせや、手遊び、パネルシアターなど楽しいお話
会を開きます。お話会の後は、絵本を自由に見ていただけま
す。貸出も可能です。
（定員10組先着、
申込不要）
問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org
主催｜もものこぶんこ

月第3木曜休

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook

大阪市立旭図書館

4/16（土）14:00–15:00

みなくるハウス

この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読書会
無料
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住所｜大阪市阿倍野区阪南町2-7-12

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

4/16（土）14:00–16:00

住所｜靭公園近くのオフィス
（申し込み後ご連絡します）

おはなし会 inみなくるハウス

住所｜大阪市浪速区木津川2-3-8
問い合わせ｜06-6562-0410 06-6562-1549（ FAX ） office@adash.or.jp
開館時間｜月〜土9:30-18:00

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

センス・オブ・ワンダー

一般社団法人 キャンディ・プロジェクト

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 月休・GW中は不定休

Work Café:お茶を飲みながら「居場所」について語ろう 【子ども読書の日記念事業】

朗読、ボイスドラマ、演劇、音楽
無料

4/16（土）13:00–14:30

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

4/16（土）昼の部13:00-17:00 夜の部18:00-22;00

カリグラフィー、
タイポグラフィー、文房具、画材

会場｜まちライブラリー＠OIC内

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立阿倍野図書館 多目的室

申込・問い合わせ｜office@adash.or.jp、facebook
（メールはタイトルに
「まちライブラリーイベント参加希望」
と記載）

防災・減災活動の一環として、緊急時に自分の居場所を知ら
せる
「 GENSAI笛」
の開発に取り組む学生の活動を紹介。
日ご
ろからできる防災・減災の取り組みについて語り合いましょう。
カタリスト：横山 玖未子

本を使っていろいろ遊んでみようの会
無料

あなたなりの「人生」
ってなんだ！？
〜辞書を通して考える〜

子ども読書の日の前後に、
３回シリーズで拡大版おたのしみ
会を実施します。
（4/23、5/７も開催）

大阪市立阿倍野図書館

会場｜R-AGORA（2F）

5月15日（日）11:00-12:30

無料

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちライブラリーいのこうの家

海外・語学好き読書会 +まちライブラリー

4/16（土）11:00–11:45

https://ritsumei-oic.sakura.ne.jp/index.php?mail_form_pk=1458102467

アニメを語る
（ガンダム）

【子ども読書の日記念事業】
大きなおおきなおたのしみ会①

ライブラリーの通常開館に加え、
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、和紙のブック
カバー、栞、草木染布、似顔絵など

住所｜大阪市旭区赤川1丁目9-9
問い合わせ｜06-6921-0555 inokou@sea.plala.or.jp
開館時間｜基本金土

住所｜大阪市中央区谷町1丁目4-5 欣浄寺
問い合わせ｜06-7896-6373
開館時間｜イベント時のみ

版画で語る
「川端康成」

会場｜〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 立命館大学大阪いばらきキャンパス フューチャープラザ（B棟）
交通アクセス｜JR 茨木駅 徒歩約5分、阪急・大阪モノレール南茨木駅 徒歩約10 分
営業時間｜火〜金曜 10：00 〜 17：30 、土曜 10：00 〜17：00 、
日月祝休（大学一斉休暇日やその他臨時休館日あり）
連絡先｜立命館大学OIC 地域連携課 TEL:072-665-2550
Email｜machilibrary.oic@gmail.com
Web｜まちライブラリー http://machi-library.org/where/detail/578/
OICホームページ http://www.ritsumei.ac.jp/community_affiliations/ibaraki/
申込｜まちライブラリー@OICホームページまたは申込サイトより受け付けます。
（特に記載がない限り、定員は5~10 名程度です。
［ 先着順］）

無料
まちカフェ併設

【子ども読書の日記念事業】
春のおはなし会

4/16（土）第1部14:00-14:30 第2部14:40-15:40

無料

絵本などを使わずに、
おはなし
（ストーリーテリング）
を聞いて
楽しみます。
こどもたちのためのおはなしと、大人も楽しめる少
し長めのおはなしの2部構成。
当日先着60名。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立城東図書館 4階 多目的室

大阪市立城東図書館

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2
問い合せ｜06-6809-3152
開館時間｜月・木・金14:00-21:00 第3土曜（イベント時）

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木曜休

「レイチェル・カーソンの感性の森」観賞会
大阪の町屋の、
「まちライブラリー」で、
本に、人に、手作り作家さんの作品に、出会おう！ 4/17（日）13:00–15:30
無料

4/17（日）10:00–17:00

無料
まちカフェ併設

ライブラリーの通常開館に加え、
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、和紙のブック
カバー、栞、草木染布、似顔絵など

『レイチェル・カーソンの感性の森』
（ DVD ）
を観賞しましょう。
忘れていたあなたの
「センス・オブ・ワンダー」が鮮やかに思い
出されることでしょう。
申込・問い合わせ｜osaka@candyproject.org

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜いのこうの家「イノヤン亭」

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

一般社団法人 キャンディ・プロジェクト
住所｜靭公園近くのオフィス
（申し込み後ご連絡します）

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

第 21 回どどどど読書会っ
4/17（日）13:30–15:30

1000円

小説が好きな人、興味がある人、読書家ではないけれど本を
読みたい人たちがほっこり集う読書会。課題本は『きらきらひ
かる』
（江國香織／新潮文庫）。
申込・問い合わせ｜ultrapj@hotmail.co.jp http://ultrayukitomo.jimdo.com/
タイトルに
『読書会参加申込み』
と記載。
主催｜ウルトラ自由プロジェクトゆきともわはははは

もものこぶんこの読書会−昔話絵本読み比べ−

中村理聖と小説をつくろうー春編ー（最終回）

4/17（日）14:00–15:30

4/17（日）18:00-20:00

無料

テーマはFacebookイベントページにて発表

昔話絵本
『ももたろう』
『はなさかじいさん』などの昔話は一つの物語で
も様々な描かれ方をしています。読み比べをして昔話のおもし
ろさを語り合いましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要 会場｜大阪市立阿倍野図書館 多目的室
主催｜もものこぶんこ・大阪市立阿倍野図書館

大阪市立阿倍野図書館

居留守文庫

1,500円
（材料+ドリンク代）

音・音楽・楽器・感情心理・芸術など

申込・問い合わせ｜tatsujimoto54@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜辻本たかし

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

無料

無料

赤ちゃんといっしょに絵本やうた遊びを楽しみましょう！講師
は田中千津子さん(ヒューマンサポートカノン) 。対象は乳幼児
と保護者、
当日先着50人。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立浪速図書館 会議室

大阪市立浪速図書館
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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

おもしろかった本、好きな本を１冊、皆さんで持ち寄って紹介
しあいましょう。
ご紹介頂いた本は読書会テキスト選定の参
考とさせて頂きます。

お勧めの本や心に残った本についてみなさんで紹介しあいま
しょう。事前に図書館でも投票を募り、
当日の推薦本と合わせ
て広く紹介して行きます。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市西淀川図書館 多目的室

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜此花区民ホール 1階 第1会議室

大阪市立西淀川図書館

食に関する本

4月20日（水）18:30-20:00

500円
（ドリンク付）

FREE（指定なし）

肉、魚貝、粉もん、
あんこ、菜っ葉もん、スイーツなど、
もりのみ
やのうまい！を探訪し、
うまいもんマップを作ります。
申込・問い合わせ｜creativevega0501@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜わたしの図書館 ミルキーウェイ 石田通夫

あなたの愛でる
「紙もん」は何ですか？チラシ・切手・ショップ
カード・フライヤー…おすすめを持ち寄り、わいわい楽しみま
しょう！
申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜水辺の図書館

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

1000円

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちカレッジ茶屋町校

アルバムカフェ
4月21日（木）13:00-14:30

木曜日にお茶を飲もう♪
アルバム持参1000円、アルバム付2000円
（いずれも材料+ドリンク付）

手作り・思い出

800円
（お菓子とお茶）

ご自身お薦めの本

思い出の写真をマスキングテープやシールで飾り、オリジナル
アルバムを作りませんか？小さなお子様も参加いただけます。

月に一度、木曜日にゆるゆる一種類のお茶を飲んでおしゃべ
りする会です。
日本茶の新茶をピックアップします。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜小清水典子

申込・問い合わせ｜takiho@chaai.info まちライブラリーFacebook
主催｜秋保強

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

住所｜大阪市北区茶屋町8-34 KZ茶屋町5階
問い合せ｜osaka@machicollege.jp
開館時間｜11：00-20：00

4月21日（木）18:30-20:00

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

フリーペーパー研究会
無料

短歌
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。ゲスト歌人に岡野大嗣さん
と虫武一俊さんをお迎えします。
問い合わせ ushiryu313131@yahoo.co.jp

まちライブラリー＠大阪府立大学

4月21日（木）20:00〜23:00

1000円

（１ドリンク付）

大阪初の”はちみつとフリーペーパーの専門店”はっち”が毎月
1回開催し好評を得ているフリーペーパー研究会を実施しま
す！
申込・問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
主催｜一般社団法人ワオンプロジェクト

はちみつとフリーペーパーの専門店『はっち』
住所｜大阪市北区中津5丁目4-21
問い合わせ｜090-6248-9967
開館時間｜木20：00-23：00

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41 I-siteなんば3F
問い合わせ｜machilibrary.namba@gmail.com
開館時間｜火〜土13:00-20:00 祝13:00-17:00

【子ども読書の日記念事業】
あんこっこ★げきじょう 人形げき はじめのいっぽ
4月22日（金）11:00-11:30

無料

人形げきグループ“あんころもち”さんによる、音楽人形げき、
オブジェクトシアター、ふれあいあそびなど、
あかちゃんからで
もたのしめます。
当日先着80名。
申込・問い合わせ｜申込不要

月第3木曜休

【子ども読書の日記念事業】
るんるん絵本のひろば
4月23日（土）11:00-11:45

無料

淀屋橋にゃんこ寄席 落語と落語本で集まろう！ オーブリー・ビアズリー展 vol6.5 特別編

誰も知らなかった古代史 3
500円
（ドリンク付）

歴史関係の本・時代小説・読み物（ほか何でも）

落語1,500円
4月22日（金）19:00-20:30（落語）21:00-22:00（交流会） 交流会
1,500円

落語にまつわる本

4月22日（金）19:30-21:30

1,000円
＋１ドリンク代

イラストレーション

古代史を史書・遺跡遺物・化学分析等から見直し
「知られて
いなかった」古代の姿を知ってもらいます。
カタリスト：大下隆司
（古田史学の会・会員）

上方落語家の桂華紋さんによる本格的な落語会を開催しま
す。
また落語に関するオススメ本を紹介しあう交流会も開催
します。
（お飲物と軽食付・定員30名）

アソートボックスさんとのコラボによる、オーブリー・ビアズ
リー展の出張版。
ビアズリーの絵を中心にイラストレーション
の歴史について語ります。

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜正木裕（古田史学の会 大阪府立大学講師）

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜yakashi872@gmail.com
主催｜オーブリー・ビアズリー文庫

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

LIBRARY＆SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館
住所｜大阪市中央区道修町4-7-11 DHB 4階
問い合わせ｜info@nekotosho.jp 06-6210-1967
開館時間｜火・水・金12:00-19:00 木13:00-20:00

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。

アオツキ書房
住所｜大阪市西区北堀江2丁目5-10 2,3階
問い合わせ｜info＠ao-tsuki.com
開館時間｜12:00-20:00（日曜のみ19:00閉店） 不定休

無料

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立平野図書館 2階 多目的室

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

4月23日（土）11:00-11:30

無料

此花図書館絵本の会さんが、
この日のために選んだ絵本の読
み聞かせや歌遊びをして、みんなで一緒に楽しむお楽しみ会
です。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立此花図書館 絵本コーナー

大阪市立此花図書館
月第3木曜休

【子ども読書の日記念事業】
春のおたのしみ会
4月23日（土）11:00-12:00

無料

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木曜休

【子ども読書の日記念事業】
春のこども会
4月23日（土）13:30-15:00

無料

絵本はもちろん、
パネルシアターや紙芝居などたのしいプログ
ラムがいっぱいのおはなし会です。

紙芝居、大型絵本、
おはなし組み木など楽しプログラムがいっ
ぱいです。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜西成区民センター 会議室1-3

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立北図書館 2階 読書室

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立島之内図書館

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

大阪市立北図書館
月第3木曜休

【子ども読書の日記念事業】
大きなおおきなおたのしみ会②
4月23日（土）11:00-12:00

無料

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木曜休

【子ども読書の日記念事業】
春のおはなし大会 午前の部・午後の部
4月23日（土）11:00-12:00､15:00-16:00

無料

ボランティアグループ「住吉絵本の会」
と
「くすのき」
のみなさん
による、絵本やおはなしの楽 しい催しです。各回先着50名。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立阿倍野図書館 多目的室

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立住吉図書館 多目的室

大阪市立阿倍野図書館

【子ども読書の日記念事業】
とことこのスペシャルおたのしみ会
4月23日（土）11:00-12:00

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

無料

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東淀川図書館 多目的室

月第3木曜休

4月23日（土）13:00-14:00

500円
（ドリンク付）

魚、食に関する本

4月23日（土）11:00-11:30

無料

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
の乳幼児がたのしめるようなプログラムですが、
どなたでも参
加いただけます。
当日先着80名。

住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合わせ｜06-6913-0772
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

500円
（お茶付）

台湾の本
アートスペースmiyuと、
あまがえるさいえんを行き来するイベ
ントとし、中国、台湾の本の紹介をメインに交流会をしたいと
思います。
※4/16のイベントと連携。

【子ども読書の日記念事業】
ま〜るま〜るのびっくりばこ
4月23日（土）14:00-15:00

無料

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立生野図書館

大阪市立生野図書館

まちライブラリー＠さくら文庫
住所｜大阪市西区靱本町1-17-8

無料

【子ども読書の日記念事業】
えほんであそぼ！
4月23日（土）14:00-15:00

無料

大型絵本のよみきかせやパネルシアターなど、
たのしいおはな
しがいっぱいです！

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜福島区民センター 3階 会議室

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜住之江会館大会議室

大阪市立福島図書館

4月23日（土）14:00-15:00

大阪市立住之江図書館
月第3木曜休

無料

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

【子ども読書の日記念事業】
作って、あそんで、人形劇
4月23日（土）14:00-15:30

月第3木曜休

無料

楽しいおはなしの世界にご案内します。
エプロンシアターやパ
ネルシアターなどもりだくさんのプログラムです。小さなお子さ
んもぜひどうぞ!!

簡単な人形を作って、一緒に人形劇をしてみましょう。事前申
込先着20名。
申込は4/6（水）10時〜。講師は、
ぐるーぷ ぬ！
の皆さんです。6歳以下の方はおとなの方とご参加ください。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立旭図書館 多目的室

申込・問い合わせ｜来館、電話06-6632-4946
会場｜大阪市立浪速図書館 会議室

大阪市立旭図書館
月第3木曜休

さくら文庫はもともと絵本専門店をしていた、手作りの木の棚
やテーブルに囲まれた場所です。
お好きな絵本を持ち寄り語り
合いませんか。

腹話術、エプロンシアター、大型絵本、紙芝居など、楽しい子
ども向けのおたのしみ会です。定員は当日先着50名です。

【子ども読書の日記念事業】
【子ども読書の日記念事業】
おはなしデュオ♪くみどり♪の春風ライブ どんぐりんのラブリーシアター
テーブル人形劇「おだんごぱん」
と、ゆかいなパネルシアター、
おはなしに歌や民族楽器の演奏をそえて、
おとどけします！

500円
（飲み物つき）

申込・問い合わせ｜sakurabunko@gmail.com
主催｜桜田恵美子

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

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

住所｜大阪市東淀川区南江口3-4-48-3F

4月23日（土）13:30-16:00
絵本

なにわの食育鮮魚士「おくとぱすがーでん」
の魚食食育講座。
誰もが、必ずお魚のトリコになること間違いなし！

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

まちライブラリーでアジアをめぐろう！
〜中国＆台湾〜【台湾編】

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

【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

大阪市立鶴見図書館

申込・問い合わせ｜takotakoagaretenmade2013@gmail.com
まちライブラリーFacebook
主催｜大久保利也

大阪市立東淀川図書館

4月23日（土）14:00-15:00

月第3木曜休

元・鮮魚部主任がこっそり教える、おサカナのおもろい話！ 大人のための絵本会

たのしい絵本やパネルシアターなど盛りだくさんのプログラム
です。

4月23日（土）13:00-15:00

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

申込・問い合わせ｜申込不要

大阪市立住吉図書館
月第3木曜休

多目的室

大阪市立島之内図書館

子ども読書の日の前後に、
３回シリーズで拡大版おたのしみ
会を実施します。
（4/16、5/7も開催）

まちライブラリー＠アートスペースmiyu
月第3木曜休

4月23日（土）10:30-11:30

キッズシアターかみふうせんさんの、わくわく楽しい催しです。
音楽に合わせて、絵本やパネルシアターがくりひろげられます。

読み聞かせサークル≪るんるん≫による絵本の読み聞かせや
紙芝居などの楽しいおたのしみ会です。

申込・問い合わせ｜miyu@artspace-mur.co.jp（中村）
主催｜まちライブラリー＠あまがえるさいえん＆まちライブラリー＠アートスペースmiyu

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｜06-6913-0772
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

【子ども読書の日記念事業】
【子ども読書の日記念事業】
キッズシアターかみふうせんのおたのしみ会 春の子ども会

大阪市立平野図書館

住所｜大阪市立東淀川区東淡路1-4- 53 東淀川複合施設3階
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木曜休

借り家歌会 in BookFesta2016

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

大阪市立島之内図書館

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合わせ｜06-6656-1009
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

地域密着型クラウドファンディングＦＡＡＶＯ大阪スタッフが、
プロジェクトの立ち上げからプロセス、成功に導く工夫やコツ
をお話します。

4月22日（金）18:30-20:00

月第3木曜休

紙のもん〜かみのもん〜

500円
（ドリンク付）

4月20日（水）18:00-20:00

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

4月20日（水）18:30-20:30

申込・問い合わせ｜申込不要

月第3木曜休

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

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立島之内図書館

大阪市立西成図書館

大阪市立此花図書館

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

地域活性化
「クラウドファンディング」活用セミナー

4月21日（木）19:00-20:45

無料

おすすめ本

うまい！もりのみや探訪プロジェクト

4月20日（水）10:30-11:00

4月19日（火）10:30-12:00

無料

図書館セレクトの赤ちゃん絵本セット、幼児絵本セットのおた
のしみ袋を用意し、貸出します。

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

読書会特別版−私の出合った本−

4/19（火）10:30-12:00

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

【子ども読書の日記念事業】
赤ちゃんといっしょに楽しもう！

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜まちライブラリー

月第3木曜休

おすすめ本

楽器を演奏したことがない方、言葉で言いたいことを上手く伝
えられない方、素朴な音の
「音具」
で自分の音を作りませんか。

シリーズ企画『新人小説家・中村理聖と小説をつくろう」、
いよ
いよ最終回！今回は春編。
目の前で物語が生まれる奇跡の瞬
間にぜひお立ち会いください！

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

読書会−特別版−

音を作る人
4/18（月）13:30-16:30

絵本のおたのしみ袋
4月23日（土）〜なくなり次第終了
絵本

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合わせ｜06-6656-1009
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

住所｜大阪市阿倍野区文の里3-4-29
問い合わせ｜06-6654-3932
開館時間｜10:00-19:00 火休

1,000円
（ドリンク付）

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

大阪市立浪速図書館
土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

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木曜休

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

6

本の題名当てクイズ「ほんめい」で遊ぶ会 【子ども読書の日記念事業】
ぼちぼちのおはなし会
無料

4月23日（土）14:00-16:00

人に読んでもらいたい本／題名を当ててもらいたい本
「植本祭をもっと楽しくできないか？」
という探求から生まれた
「ほんめい」で遊びます。植本される本の題名を当てあいっこ
しましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要

まちライブラリー＠中津ぱぶり家
住所｜大阪市北区中津3丁目18-22
問い合わせ｜nakatsupublica@gmail.com
開館時間｜不定期のため、ネットで「中津ぱぶり家」を検索し、googleカレン
ダーをご確認ください

ラジオで本を語ってアソボ
おひとり1,000円
（収録・編集費込）

4月23日（土）15:00-16:30
語りたい本

本を介して人と出会い本の魅力を探していく冒険的ネットラ
ジオ番組「アソートボックス」。
あなたもラジオで本のエピソー
ドを語りませんか？
（要事前予約）
申込・問い合わせ｜info.osakaniwaca@gmail.com
主催｜大阪俄

sky studio（インターネットラジオサイト ピテラジ大阪支部）
住所｜大阪市北区天神橋７丁目3-8 天六センタービル4Fスカイサウンドスタジオ

人生に影響を与えた本シリーズ ①
（人生で大切なことは、すべて「書店」で買える）読書会
1,000円
（ドリンク付）

4月24日（日）11:00-13:00

人生に影響を与えた本
「人生で大切なことは、
すべて
「書店」
で買える」千田琢哉著か
ら人生の指針・生き方を学びます。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

【子ども読書の日記念事業】
おはなしびっくり箱
4月24日（日）14:00-15:00

無料

絵本の会東成のみなさんによる巻き絵をつかったおはなし、
ブラックパネルシアター、絵本、紙芝居などのたのしいプログ
ラムです。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東成図書館 多目的室

天王寺おはなし
「ぼちぼち」のみなさんによる絵本や紙芝居、
パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立天王寺図書館 2階集会室

月第3木曜休

高齢化問題から

幸齢にする社会を語り合おう
4月24日（日）17:00-19:00

大阪市立天王寺図書館

おススメしたい本

月第3木曜休

4月24日（日）9:45-10:15

無料

けいたろうさんが、
ウクレレ鳴らしてやってくる♪子どもも大人も
楽しめる読み聞かせ。
おいしい絵本を召し上がれ！
当日先着70名 開場9:30
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立中央図書館 5階 中会議室

大阪市立中央図書館
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
4月14日（木）〜21日（木）は蔵書点検のため休館

第1・3木曜休

もりのみやカフェでフォト撮影
4月24日（日）11:00-13:00

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

4月24日（日）14:00-15:00

無料

ボランティアグループ「城東絵本の会」のみなさんによる人形
劇、大型絵本の読み聞かせなど。
当日先着60名。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立城東図書館 多目的室

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木曜休

【新しい時代の手相術を身につけながら読む！】
4月24日（日）17:00-19:00

1,000円
（ドリンク付）

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

4月27日（水）18:00-20:00

500円
（ドリンク付）

食に関する本

申込・問い合わせ｜creativevega0501@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜わたしの図書館 ミルキーウェイ 石田通夫

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

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。

（ドリンク付）

ヘルスエイドエアトラックを会場に、
さまざまなミニイベントや
古本屋さんが出店します！

4月29日（金･祝）14:00-17:00

4月29日（金･祝）10:30-11:30

無料

春の季節にふさわしい絵本の読み聞かせやパネルシアターな
どたのしい催しです。

NHK 朝ドラ「あさが来た」で話題の五代友厚が仕掛けた（大

阪会議）現地にて、講談（旭堂南陵氏）
とトーク
（井村身恒氏）
で再現するもうひとつの北浜物語。

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

4月24日（日）16:00-17:30

300円

おすすめの本
もものこぶんこの平成 27 年度の活動を振り返ります。平成 28
年度にもものこぶんこでやってみたいことも、わきあいあいと
語り合えたらと思います。
（定員20名・要申込）

土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

4月30日（土）-5月1日（日）13:00-翌13:00

無料

もものこぶんこが24時間開館します。本の貸出、返却ができま
す。
（ 読書空間としての開館です。ぶんこ内での就寝はご遠慮
ください。）

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜東住吉会館 大会議室

5月1日（日）10:30-12:00

4月30日（土）14:00-17:00

住所｜大阪府大阪市中央区北浜東3-14 エルおおさか
（府立労働センター）4階
問い合わせ｜lib@shaunkyo.jp 06-6947-7722
開館時間｜火〜土10：00-17：00 第1、第3金曜は20時まで

5月1日（日）13:00-15:00

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

上町台地タイムトリップ今昔思い出サロン（仮） 読書交流会
無料

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

無料

おすすめ本
お気に入りの本を持ち寄って、
どんなときにどんな風に出会っ
たのか、
どこに愛着を持ったのか、思い出とともに語って交流
を深めましょう。
当日先着15名。

申込・問い合わせ｜岡本090-4270-5660 okamo324@yahoo.co.jp
主催｜小松清生 美濃原弥恵 岡本康敬

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
（協力：関西出版ルネサンス）
主催｜住みよいまち＆絆研究所、
おおさかKOMO、

申込・問い合わせ｜申込不要

上町台地タイムトリップ展in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丁目1-55 近鉄百貨店上本町店10F
問い合わせ｜machi-kizuna@iris.eonet.ne.jp
開館時間｜5/1午後から5/2〜3 10:00-17:00、5/4 10:00-15:00

申込・問い合わせ｜来館、電話06-6699-7000
会場｜東住吉会館 第2会議室

大阪市立東住吉図書館
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木曜休

5月1日（日）14:00-15:30

無料

「大人も楽しい子どもの本」
をテーマに、絵本や子ども向けよ
みものを持ち寄り、子どもの本の楽しさについて語りましょう。
申込・問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org

もものこぶんこ出張おはなし会

5月4日（水・祝）10:15-12:15

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。関連する
本や古写真があればお持ちください。

まちライブラリー＠大阪府立大学

おすすめ本
もう読まなくなったおすすめの児童書を寄贈していただき、代
わりに他の誰かのおすすめ本を持って帰っていただけます。

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）

淀川の天然記念物イタセンパラの保護活動や南河内で高校
生と取り組むアユやホタルの再生活動などを通して自然再生
のあり方を話し合います。

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41 I-siteなんば 3F
問い合せ｜machilibrary.namba@gmail.com
開館時間｜火〜土13:00-20:00 祝13:00-17:00

無料

もものこぶんこ

まちライブラリー＠北浜キタリシテ
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｜kitalicite-doi@yamane-e.com 090-5124-6807

5月3日（火・祝）15:00-17:00

4月30日（土）15:15-16:30

おすすめの子どもの本

刀、歴史
日本刀は柄、鞘、鍔などが付けられてはじめて武器として使え
ます。時代に従って変化し、持ち主の美意識を表すその意匠
を語ります。
カタリスト：小川流水氏

大和川カフェ『自然再生のあり方について』
テーマ
「自然再生」
自然の再生や保護に関係する本

1,000円

日本の伝統芸能である、殺陣（たて）の魅力を語ります。実際
に見て触れて感じていただければと思います。カタリスト；野
内花峰氏（助太刀屋十八番）

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｜kitalicite-doi@yamane-e.com 090-5124-6807

月第3木曜休

「大人も楽しい子どもの本」読書会

「刀の装い」日本刀の外装を考える

1,000円

4月27日（水）18:30-20:30

無料

無料

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

まちライブラリー＠北浜キタリシテ
月第3木曜休

大阪市立大正図書館

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

月第3木曜休

無料

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大正区コミュニティセンター 2階 第6会議室

申込・問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org

学校図書館とはそもそも何のためにあるのか？どんな役割を
果たしていくのか？
「困ったときには図書館へ２」の著者たち
がエルライブラリーに大集合！古本市もあります！

殺陣（たて）、侍

大阪市立城東図書館

4月30日（土）14:00-15:00

おはなしボランティアボランティアアナンシのみなさんによるス
トーリーテリング（おはなし）
と工作を開催します。

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。

無料

日本の伝統芸能〜殺陣の世界へ〜

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立城東図書館 多目的室

【子ども読書の日記念事業】
おはなしボランティアアナンシの子ども会

おすすめ本とりかえっこ

おやこdeたのしむえほんのひろば
絵本

休館日第1・3木曜

こどももおとなも集まれ！学校図書館の
すごさを知ろう！ 困ったときには図書館へ 2

大阪市立東住吉図書館

「うちの子のお気に入り！絵本」自慢をしてみませんか？絵本
の読みあいっこや、いちおしポイントを記入した楽しいポップ
をつくります。

住所｜大阪市西区北堀江4-3-2
問い合せ｜06-6539-3326
開館時間｜月〜金9:15-20:30 土日祝9:15-17:00
4月14日（木）〜21日（木）は蔵書点検のため休館

【子ども読書の日記念事業】
ゴールデンウィークはじまる！えほんでのぞくいちにち
4月30日（土）14:00-15:00

無料

ボランティアグループ「竹とんぼ」のみなさんによる、おたのし
み会です。パネルシアターや紙芝居のほか、
みんなで楽しめる
ゲームなどを行います。

住所｜大阪市大正区千島2-6-15
問い合せ｜06-6552-1116
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

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

無料

4月29日（金･祝）14:00-15:00

大阪市立中央図書館

大阪市立港図書館

もものこぶんこ

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）

4月26日（火）10:45-11:30

【子ども読書の日記念事業】
春のおたのしみ会

住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52
問い合せ｜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｜大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com 090-5124-6807

月第3木曜休

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立中央図書館 5階 中会議室

もものこぶんこ24 時間開館 DAY
1,500円

ご自分の趣味に関するおすすめ本、始めるきっかけになった
本などを持ち寄って、
お互いに紹介しあいましょう。趣味を広
げるチャンスにしてください。

大阪市立浪速図書館

【子どもの読書の日記念事業】
春のこども会

住所｜大阪市港区弁天2-1-5
問い合せ｜06-6576-2346
開館時間｜火〜金10:00-19:00

無料

趣味

住所｜大阪市浪速区敷津西1-5-23
問い合せ｜06-6632-4946
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立港区民センター 2階 橘

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

読書会拡大版「趣味に関するおすすめ本」
4月28日（木）15:30-16:30

申込・問い合わせ｜来館、電話06-6632-4946
会場｜大阪市立浪速図書館 会議室

申込・問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

住所｜大阪市城東区中央3-5-45
問い合せ｜06-6933-0350
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

うまい！もりのみや探訪プロジェクト

500円

北浜、大阪、幕末維新

もものこぶんこ

カタリスト：土井健次郎氏（開業獣医師、大阪府立大学卒）

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

1,000円

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜豊北公園
住所｜大阪市東淀川区豊新1-12

http://www.oml.city.osaka.lg.jp/
問い合せ｜06-6539-3305

北浜物語 其ノ弐「五代友厚の巻」

4月24日（日）13:00-15:00

申込・問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org

肉、魚貝、粉もん、
あんこ、菜っ葉もん、スイーツなど、
もりのみ
やのうまい！を探訪し、
うまいもんマップを作ります。

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

第1・3木曜休

あなたも「ぐりとくら」になってみよう！
「ぐりとぐら」のコス
チュームを着て写真を撮っていただけます。
当日先着 5 組様ま
で。小学生以下限定。
（雨天中止）

住所・開館時間｜ホームページにてご確認ください。

もりの植本祭＆一箱古本市
4月29日（金･祝）30日（土）10:00-17:00

無料

大阪市立図書館自動車文庫

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

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

もものこぶんこ活動報告会

獣医師となって60 年、
その間に体験した牛、馬、犬、鳥などの
面白いお話を紹介します。
申込・問い合わせ｜kitalicite-doi@yamane-e.com まちライブラリーFacebook
主催｜
「和み」
の文化スペース KITA LI CITE（キタリシテ）

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
4月14日（木）〜21日（木）は蔵書点検のため休館

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｜kitalicite-doi@yamane-e.com、090-5124-6807

【子ども読書の日記念事業】
春のこども会

中之島バラ園を見下ろすビルの一室は資料館なのか、仕立
屋なのか？特別公開するとともに、9.5ミリテープに残された
昭和初期映像を上映します。定員8名。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立中央図書館 5階 中会議室

申込・問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

動物、
ペット、獣医

絵本づくりの裏側や、路上絵本読み聞かせのこと。絵本を通じ
て子どもに関わる方、
絵本が好きな方に贈るけいたろうさんから
のメッセージ。当日先着70名 会場10:30

申込・問い合わせ｜higashi@cocohacocoa.jp まちライブラリーFacebook
主催｜ニーズサービス株式会社デザイン事業部

申込・問い合わせ｜kaji,masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

500円
（ドリンク付）

無料

新世界敷島劇場から伊丹グリーンローズまで特撮大会が生
まれた秘話を関係者が語ります。
カタリスト：八朝裕樹氏

申込・問い合わせ｜homeservis@titan.ocn.ne.jp まちライブラリーFacebook
主催｜ニーズサービス株式会社

獣医師60年の体験から、牛馬犬鳥などのおもしろい話

4月24日（日）10:45-12:00

ドリンクやスイーツを頂きながら、楽しく撮影しましょう！
（プロ
カメラマンに撮影のコツを聞こう）

バガヴァッド・ギーター【中国の古典】から人生の指針・生き
方を学びます。

4月27日（水）14:00-16:00

月第3木曜休

特撮、映画

スイーツ、
お菓子本

4月28日（木）10:25-10:55

近代大阪の本、
もしくは大阪の本

シュール・ムジュール デサキ

住所｜大阪市鶴見区横堤5-3-15
問い合せ｜06-6913-0772
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

関西名物特撮大会
1,000円
（ドリンク付）

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会 【子ども読書の日記念事業】
500円
「ぐりとぐら」になって写真を撮ろう！
4月27日（水）19:00-20:30
（茶菓付）

申込・問い合わせ｜下記お問合せ先まで

大阪市立中央図書館

よりよい歳の重ね方、高齢化社会を
「幸齢社会」
に！！もちよっ
た本から明るい未来を語りませんか？

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

むかしばなしなどを素語りするストーリーテリングなどをおこ
ないます。
じっくりとおはなしを聞いてもらうため、5歳以上の方
が対象です。大人の方だけでの参加もどうぞ。
当日先着50名

【子ども読書の日記念事業】聞かせ屋。けいたろうが 【子ども読書の日記念事業】聞かせ屋。けいたろうが
やってくる！「親子で楽しむ 絵本読み聞かせライブ」 やってくる！講演会「聞かせ屋。から伝えたい絵本のはなし」

人生の指南、生き方の参考になった本

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

無料

大阪市立鶴見図書館

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

（バガヴアッド・ギータ）読書会

500円
（ドリンク付）

4月23日（土）14:30-15:00

申込・問い合わせ｜申込不要

大阪市立城東図書館

大阪市立東成図書館
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

無料

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください
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4月23日（土）15:00-15:45

【子ども読書の日記念事業】
でんでんむしのおはなし会

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｜06-6913-0772
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

5月4日（水・祝）11：00-11:30 14:00-14:30

無料

絵本のよみきかせや手遊び、パネルシアターを開催。
お子さん
連れ、
また大人の方だけでも大歓迎。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせはnegibasan@kiwamari.org、
まちライブラリーFacebookまで
主催｜もものこぶんこ

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください
月第3木曜休

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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人形劇団クラルテ はるのアトリエのかい 【子ども読書の日記念事業】
前売1,200円 当日1,500円
春のふぁいとのじかん
3歳以上有料

5月4日（水・祝）①11:00- ②14:00-

親子で楽しめる人形劇です。5月4日は日本の昔話『絵姿にょ
うぼう』
＆南米コスタリカの昔話『トウモロコシはだれのも
の』。各日2回公演。

人形劇団クラルテ

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

06-6685-5601

人形劇団クラルテ はるのアトリエのかい
前売1,200円 当日1,500円
3歳以上有料

親子で楽しめる人形劇です。5月5日はイギリスの昔話『三び
きのくまさん』
＆イタリア民話『鬼のおくりもの』。各日2 回公
演。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせ先まで
会場｜人形劇団クラルテ アトリエ

5月7日（土）11:00-11:45

無料

子ども読書の日の前後に、
３回シリーズで拡大版おたのしみ
会を実施します。
（4/16、4/23も開催）
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立阿倍野図書館 多目的室

大阪市立阿倍野図書館

ボランティアグループ“パロムロムパ”がもりのみやにやってくる
♪えほんやわらべうたをたのしんだあと、工作をするよ。
申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせはまちライブラリーFacebookまで
主催｜仲麻紀子

無料

テーマ
「日本の近代」明治維新から昭和の戦前まで
これまで自分が読んだ歴史小説や史料等を紹介して皆でわ
いわいと楽しみます。今回は明治以降の近代史に関する本が
テーマです。

5月5日（木・祝）14:00-15:00

無料

人生に影響を与えた本シリーズ②（魂の燃焼へ）読書会
1,000円

5月6日（金）18:00-20:00

（ドリンク付）

人生に影響を与えた本

絵本

まちライブラリー＠大阪府立大学

子どもも大人も一緒に、絵本や紙芝居でむかしばなしの世界 【魂の燃焼へ（執行草舟・清水克衛著）】から人生の指針・生
を楽しみましょう。参加者にプレゼントする
「おてがみシート」 き方を学ぶ、RFA＆楽読を融合させた楽読メソッドの世界で
す。
で、
お気に入りの絵本を友だちや家族におすすめしちゃおう！
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

5月7日（土）13:00-17:00

買い物代金

人生に影響を与えた本シリーズ ②
（人生で大切なことは、すべて「書店」で買える）読書会
1,000円
（ドリンク付）

5月12日（木）18:00-20:00

人生に影響を与えた本
【魂の燃焼へ（執行草舟、清水克衛著）】から人生の指針・生
き方を学ぶ、RFA＆楽読を融合させた楽読メソッドの世界。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFacebook
主催｜wakuwaku1000

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

5月12日（木）20:00〜23:00

あなたにとって
「宝物」
の本

申込・問い合わせ｜negibasan@kiwamari.org
主催｜フリーペーパー「はちほんあし」

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）

無料

申込・問い合わせ｜来館、電話06-6972-0727
会場｜大阪市立東成図書館 多目的室

大阪歴史博物館 2 階「なにわ歴史塾」

大阪市立東成図書館

大阪初の“はちみつとフリーペーパーの専門店 はっち”が毎月
1回開催し好評を得ているフリーペーパー研究会を実施しま
す！
申込・問い合わせ｜eleven1974@hotmail.com
共催｜一般社団法人ワオンプロジェクト

住所｜大阪市北区中津5丁目4ー21
問い合わせ｜090-6248-9967
開館時間｜木20：00-23：00

本と出会う 遊楽まつり
500円
（ドリンク付）

歴史関係の本・時代小説・読み物（ほか何でも）

絵本
読み聞かせについてのおはなしや、
ミニお楽しみ会、絵本を読
みあうワークショップ型交流会を開催します。先着 10 組（ 0 〜
5歳の子どもとお母さん）。

古代史を史書・遺跡遺物・化学分析等から見直し
「知られて
いなかった」古代の姿を知ってもらいます。
申し込み・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜正木裕（古田史学の会 大阪府立大学講師）

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

絵本の読みきかせや紙芝居の実演、綿菓子やスーパーボー
ル、
スマートボールなどの縁日や和菓子作り教室など、子供か
ら大人までたのしく交流します。
申込・問い合わせ｜tamasra@gmail.com
会場｜まちかど交流館帝塚山遊楽

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

地域活性化「まちブログ」活用セミナー

ラジオで本を語ってアソボ

読書交流会

海外・語学好き読書会 +まちライブラリー

まちライブラリーに設置する本棚づくり（木工教室） スマホの中の児童労働

5月7日（土）15:30-17:30

5月7日（土）17:30-19:00

5月14日（土）13:00-14:30

5月14日（土）13:00-16:00

500円

アクセス増やしたいと感じているブロガーの皆様！まちブログ
を運営しているスタッフが、
ブログの活用方法をお教えいたし
ます！
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちカレッジ茶屋町校

おひとり1,000円
（収録・編集費込）

おすすめ本

語りたい本

5月8日（日）17:00-19:00

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜fwht6821@mb.infoweb.ne.jp（佐野）

僕たちは親なり先生なりからお説教をされながら大きくなりま
した。
キリスト教の視点から
「説教」
を面白く説明します。
申込・問い合わせ｜shinya-hada@hotmail .co.jp

沖縄

心斎橋 C Flat まちライブラリー

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 ）

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 月休・GW中は不定休

住所｜大阪市天王寺区東高津町12-10市立社会福祉センター1階
問い合わせ｜06-6765-4041 06-6765-5618（FAX） ocvic@osakacity-vnet.or.jp
開館時間｜月〜金10:00-20:00 土10:00-16:00

大人のための絵本読み聞かせセラピー

生きる力（愛着の絆の大切さ）

ISまちライブラリー 5月本とバルの日

5月8日（日）15:00-17:00

5月14日（土）14:00-16:30

¥2,000

（ワンドリンク付）

大人にこそ読んでほしい絵本

カンパ制

心からおすすめしたい本

絵本セラピストの山本潤子氏による「大人のための」絵本
ワークショップです。
自然な気持ちや異なる考え方に触れ、気
付きを楽しみます。

人生にとってすべての人に大切なもの 生まれてすぐから赤
ちゃんが親と結ぶ愛着の絆。
それがいかに大切かという視点
でお話をします。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立大正図書館 おはなしの部屋

申込・問い合わせ｜※要申込

申込・問い合わせ｜sakae.m.61@gmail.com

http://www.ove-web.com/
https://www.facebook.com/OVE.Nakanoshima

大阪市立大正図書館

5月8日（日）未定

月第3木曜休

無料

主催｜葉田真也

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41 I-siteなんば3F
問い合わせ｜machilibrary.namba@gmail.com
開館時間｜火〜土13:00-20:00 祝13:00-17:00

今日からはじめるSNS 活用・
インスタグラムとLINEとFacebookの活用法

カフェしらかば Pineconeリーディングの会

ぐうたら文庫

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。

500円

まだ、SNSを活用した事のない方、SNSをしてるけど、
よくやり
方がわからない方必見！今日からできる簡単テクニックをお
教えします。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

住所｜ぐうたら文庫のあるところ
問い合わせ｜guutara_bunko@excite.co.jp

まちライブラリー＠大阪府立大学

住所｜大阪府大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー フェスティバルプラザ1F
問い合わせ｜06-6223-2626
開館時間｜10:00-20:00（月休、祝日の場合は翌日振替）

5月11日（水）15:30-17:30

まちカレッジ茶屋町校
住所｜ 大阪市北区茶屋町8-34 KZ茶屋町5階
問い合せ｜osaka@machicollege.jp
開館時間｜11:00-20:00

〜みんなが見たブックフェスタレポート大会〜

5月14日（土）第1部15:00-17:00 第2部17:00-19:00

第1部のみ1,000円
通し3,000円（交流会）

おすすめしたい本
ブックフェスタレポーターの方が見たブックフェスタをご報告
いただきます！どんな素敵な場所があって、
どんな面白い出会
いがあったのか！みんなで共有しましょう。

アムネスティ大阪事務所
住所｜大阪市中央区道修町3-3-10 日宝道修町ビル302
問い合わせ｜06-6227-8991 fwht6821@mb.infoweb.ne.jp
開館時間｜13:00-18:00 土日祝休

本を読み切り、語らい、そのまま寝よう！
5月14日（土）18:00-翌日11:00

3,300円

旅行、文化、
まちづくり
久しぶりに一気に本を読みたい、朝までとことん語り合いたい
方向けの宿泊型読書会です。当日は旅行やまちづくりに精通
するゲストの参加も予定しています。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook

LIFE CREATION SPACE OVE

大きな白い紙を用意するので、好きに落書きしよう。絵本の読
み聞かせもするかも！参加自由。参加無料。

まちライブラリー

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

大阪市立中央図書館
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 休館日第1・3木曜
4月14日（木）〜21日（木）は蔵書点検のため休館

大正図書館では、沖縄関係図書を積極的に収集し、毎年5月
は
「沖縄をたずねて」
という図書展示をおこなっています。沖縄
に関連する本をゆっくり見ていただけます。

Facebook

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

無料
無料

ぐうたら文庫のらくがきてんごく
500円
（ドリンク付）

児童労働、国際人権など

手づくりに関する本（1人2冊まで）

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

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

てっぺん禿のお坊さんのお説教

無料

申込・問い合わせ｜info.osakaniwaca@gmail.com
主催｜大阪俄

本の海（ 2 ）〜大正で知る沖縄〜

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

5月14日（土）14:00-16:00

動画などから子ども兵士や鉱山労働者を知り、児童労働につ
いて考えます。児童労働をなくすためのアクションにも参加し
ます。

5月8日（日）13:00-16:30

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

海外旅行、語学

無料

本棚づくり
（木工教室）
を開催します。完成した本棚は大切に
使わせていただきます。木工や手づくりに関心がある方、オン
リーワンの図書館を作りませんか！

5月8日（日）11:00-11:30 15:00-15:30

申込・問い合わせ｜申込不要、問い合わせ まちライブラリーFacebookまで

500円
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海外旅行や語学に興味がある方へ！旅行の本や語学の参考
書、海外に関する内容の本を持ち寄ってワイワイ情報交換を
するお茶会です。

おはなし会サポーターによるえほんよみきかせの会
季節の絵本や手遊び、パネルシアターなど盛りだくさんな内
容でお届け！テーマは
「母の日」
にちなんで
「おかあさん」。

月第3木曜休

おすすめの本を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。
「おすすめの本」
を
2冊ご用意ください。

住所｜大阪市北区天神橋7丁目3-8 天六センタービル4Fスカイサウンドスタジオ

無料

無料

住所｜大阪市住吉区帝塚山中5-1-1

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

本を介して人と出会い本の魅力を探していく冒険的ネットラ
ジオ番組「アソートボックス」。
あなたもラジオで本のエピソー
ドを語りませんか？
（要事前予約）

sky studio（インターネットラジオサイト ピテラジ大阪支部）

住所｜大阪市北区茶屋町8-34 KZ茶屋町5階
問い合わせ｜osaka@machicollege.jp
開館時間｜11:00-20:00

5月8日（日）10:00-12:00

大塚携帯090-3712-4540

紙芝居 絵本 CAFÉ ムクとチイ

住所｜大阪府大阪市中央区北浜東3-14 エルおおさか
（府立労働センター）4階
問い合わせ｜lib@shaunkyo.jp 06-6947-7722
開館時間｜火〜土10：00-17：00 第1、第3金曜は20時まで

月第3木曜休

無料
（縁日、ランチ有料）

5月14日（土）11:00-15:00

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29日以降の金曜日は20:00まで）入館は閉館の
30分前まで 火休（5月3日を除く）

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-118
問い合わせ｜06-6656-1009
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

1000円
（1ドリンク付）

はちみつとフリーペーパーの専門店『はっち』

もものこぶんこ

誰も知らなかった古代史 4

申込・問い合わせ｜06-6946-5728
会場｜大阪歴史博物館 4階講堂

300円

幼い頃読んだ思い出の本、著者サイン本、
もう手に入らない
絶版本…あなたにとっての
「お宝本」
をもちよって、見せあいっ
こ、語り合いませんか？
（定員10名）

5月13日（金）18:30-20:00

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

フリーペーパー研究会

絵本 deつながろ ママのためのよみきかせ交流会

もしくは半券提示で無料）

申込・問い合わせ｜まちライブラリーFacebook
主催｜岡田みの

5月12日（木）18:30-20:00

5月13日（金）10:00-11:00

大阪歴史博物館開館 15周年記念特別展「近代大阪職人図
鑑−ものづくりのものがたり」の記念講演会です。テーマ「自
在置物の魅力」。

思い出の写真をマスキングテープやシールで飾り、オリジナル
アルバムを作りませんか？小さなお子様も参加いただけます。

はちほんあしプレゼンツ お宝本ナイト！

特別展「近代大阪職人図鑑」
記念講演会「自在置物の魅力」

毎日開催中のエル・ライブラリーのバザーを拡大開催。
ライブ
ラリー全体をバザー会場に仕立てます。本をめぐるトークイベ
ントも同時開催します。

エル・ライブラリー（大阪産業労働資料館）

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東淀川図書館 多目的室

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

300円（特別展観覧券

アルバム持参1000円、アルバム付2000円
（いずれも材料+ドリンク付）

5月12日（木）13:00-14:30
手作り、思い出

おすすめ本
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。
当日先着 30 名ま
で。

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

5月7日（土）14:00-15:00

無料

住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川複合施設3階
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木曜休

月第3木曜休

古本と雑貨のバザーでお祭りだ！
ブックフェスタ連携企画

アルバムカフェ

5月12日（木）10:00-12:00

大阪市立東淀川図書館

住所｜大阪市浪速区敷津東2-1-41 I-siteなんば 3F
問い合わせ｜machilibrary.namba@gmail.com
開館時間｜火〜土13:00-20:00 祝13:00-17:00

＊詳しくは1〜2ページをご覧ください
月第3木曜休

大阪市立淀川図書館

【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11日（水）18:30-20:30

無料

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール

【子ども読書の日記念事業】むかーし昔あったとさ

住所｜大阪市淀川区新北野1-10-14
問い合わせ｜06-6305-2346
開館時間｜火〜金10:00-19:00 土日祝10:00-17:00

06-6685-5601

ライブラリーカフェ「歴史を楽しみ未来に活かす」
（ 第 11 回） 読書交流会

5月5日（木・祝）11:00-12:00 14:00-15:00

申込・問い合わせ｜090-4270-5660（岡本） okamo324@yahoo.co.jp
主催｜岡本康敬

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立淀川図書館 2階 集会室

人形劇団クラルテ
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都島絵本の会ふぁいとの皆さんによる、絵本や紙芝居など、
楽しいおはなしの時間をどうぞ。

大阪市立都島図書館

5月5日（木・祝）①11:00- ②14:00-

住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-7
問い合わせ｜office@clarte-net.co.jp

無料

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜都島区民センター 2階 会議室3

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜人形劇団クラルテ アトリエ

住所｜大阪市住之江区南加賀屋3-1-7
問い合わせ｜office@clarte-net.co.jp

5月4日（水・祝）15:30-16:00

パロムロムパとあそぼう☆〜えほんのよみきかせ・工作〜

5月14日（土）18:00-

1,200円
（コーヒーor紅茶＋サンドウィッチ）

劇団 Pineconeによるリーディングを開催します。今回は、太
宰治の
「お伽草紙」
より。終了後に出演者の方との懇親会もあ
ります。
申込・問い合わせ｜s.mitsuko.queen@docomo.ne.jp
主催｜千石美津子

カフェしらかば
住所｜大阪市西成区玉出西2-6-2

ISまちライブラリー

Beehive Hostel Osaka
住所｜大阪市中央区南船場1-8-17
問い合わせ｜beehivehostelosaka@gmail.com
開館時間｜7:00-11:00 16:00-24:00

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2
問い合わせ｜06-6809-3152
開館時間｜月木金14:00-21:00 第3土曜（イベント時）

暗やみ本屋ハックツ・大阪準備室 10 代に届けたい本と手紙
5月14日（土）18:00-20:00

500円
（おやつ、お茶代）

10代に贈りたい本
新潟・ツルハシブックスから始まった、10 代だけしか入場でき
ない古本屋。本を通じた10 代との接点づくりについてお話し
ましょう！
申込・問い合わせ｜sakae.m.61@gmail.com
主催｜正木栄、西田卓司

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 I-siteなんば3F
問い合わせ｜machilibrary.namba@gmail.com
開館時間｜火〜土13:00-20:00 祝13:00-17:00

戦国読書会（仮）
5月15日（日）14:00-15:00

無料

おすすめ本

NHK大河ドラマ「真田丸」にちなみ、自分の好きな戦国武将に
関する本（ジャンルを問わず）
を持ち寄り、語り合いましょう。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立住吉図書館 多目的室

大阪市立住吉図書館
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木曜休

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

となりでミニ・ビブリオバトル
5月15日（日）14:00-15:30

無料

「猫本とMY 猫自慢フェスタ〜ねこあるあるベスト10を決めよう！」 （バガヴアッド・ギータ）読書会
500円
【新しい時代の手相術を身につけながら読む！】
5月15日（日）14:00-16:00
（飲み物付）
猫にまつわる本1冊 飼い猫、地域猫、野良猫など紹介したいMY猫の写真を1枚お持ちください

子どもの本
子どもの本のミニビブリオバトルを親子で観戦しませんか?
子どもの本を紹介するバトラーも募集しています。子どもでも
おとなでも参加できます。

お気に入りの猫本を1 冊、飼い猫・地域猫・ご自慢 MY 猫を紹
介しあいましょう。
くすっと笑えるエピソードから猫のあるある
ランキングを決定しましょう♪

申込・問い合わせ｜来館、電話06-6468-2336
会場｜大阪市立福島区民センター 3階 会議室

申込・問い合わせ｜info@nekotosho.jp

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木曜休

毎週月・水・日曜日 日時は変更の可能性あり｡詳細はホームページにて

無料

深刻な出版不況と反比例するかのように高まる
「本」への関
心と幻想。
まちライブラリーって合法？等々、本をめぐる環境と
未来について話し合います。

コーヒーをテイスティングしていただきながら個性豊かなコン
シェルジュの、本にまつわる話やお店のあんな話、
こんな話を
お楽しみください。

申込・問い合わせ｜申し込み不要、ツギトリ tsugitori@kiwamari.org 090-6753-7137
主催｜ツギトリ（担当:山本孝）

申込・問い合わせ｜http://real.tsite.jp/umeda/event/ umeda_event@ccc.co.jp
主催｜梅田 蔦屋書店

梅田 蔦屋書店 コンシェルジュカウンター

住所｜大阪市阿倍野区阪南町1-30-52

4月16日（土）-5月15日（日）開館時間と同じ

無料

おススメ本

図書展示「うちの子のお気に入り」
5月1日（日）-5月31日（火）開館時間と同じ
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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

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東成図書館 こどもの本コーナー

土日祝10:00-17:00

月第3木曜休

ビブリオ川柳
無料

おすすめ本

申込・問い合わせ｜申込不要

大阪市立都島図書館
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木曜休

無料

お持ちいただいた本をさるやみ堂の
「交換できる本棚」
の本と
交換ができます。空堀散歩がてらのぞいてみてください！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜さるやみ堂 堀田さわみ

無料

「港」
を舞台にした小説（大人向け、子ども向けどちらでも可）
を来館の方から募集します。図書館にあるものは、展示してみ
なさんに見ていただきます。

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木曜休

あなたがつくる図書館福袋

4月16日（土）-5月31日（火）開館時間と同じ

無料

4月16日（土）-5月15日（日）開館時間と同じ

無料

おすすめ本

皆さんからおすすめの本を募集し、
コメントカードと一緒に展
示をします。
「おもしろい！」
と思ったら、
コメントに”いいね！”
シールをはってください。

大好評だった
「あなたがつくる図書館福袋」。今年もやります！
皆さんのオススメの本や、誰かに感想を聞いてみたい本など、
皆さんが選んだ本を福袋にします。

申込・問い合わせ｜申込不要

申込・問い合わせ｜申込不要

大阪市立生野図書館

交換できる本棚
4月16日（土）-5月14日（土）13:00-19:00

月第3木曜休

おすすめ本

あなたのおすすめ本を
「 5・7・5 」で皆にアピールしてみません
か。
いただいた川柳は、紹介本と一緒に展示します。

4月16日（土）-5月15日（日）開館時間と同じ

大阪市立港図書館

つながる ひろがる 本の森展

募集4月1日（金）-30日（土）投票5月1日（日）-31日（火）開館時間と同じ

大吉堂

申込・問い合わせ｜申込不要

大阪市立東成図書館
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

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

港を舞台にした小説

中学生おススメの本を展示し、見た人から
「自分が中学生･高 「うちの子のお気に入り」
を紹介しませんか？
校生の頃好きだった本」
を紹介していただき追加展示します。 カードにコメントをご記入いただき、
お気に入りの絵本と一緒
本を通じた世代交流をしませんか？
に展示します。

大阪市立北図書館

本を持ち運ぶのにぴったりな布バッグにおえかきして、
自分だ
けのオリジナルバッグを作ろう！

港を舞台にした小説
無料

絵本

申込・問い合わせ｜申込不要

200円

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（日祝：12:00〜） 金休

住所｜大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9Ｆ

「 10 代からおススメ・10 代におススメの本」展

4月16日（土）-5月15日（日）開館時間と同じ

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

NHK 大河ドラマ特別展「真田丸」
関連図書コーナー

4月16日（土）-5月15日（日）9:30-17:00

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

特別展「近代大阪職人図鑑」関連図書コーナー

あの時、君は何を読んでいた？−ベストセラーでふりかえる本−展

4月29日（金･祝）-5月15日（日）9:30-17:00

5月1日（日）-6月30日（木）開館時間と同じ

無料

特別展「近代大阪職人図鑑−ものづくりのものがたり−」に
関する図書のコーナーです。特別展の内容について解説した
図書があります。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立天王寺図書館 閲覧室

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

大阪歴史博物館 2 階「なにわ歴史塾」

大阪市立天王寺図書館

無料

ベストセラー
過去のベストセラー本や、年代ごとに、図書館の歴史や時事
なども紹介。感想や、当時の思い出などを交えて紹介文を書
いていただくコーナーも予定しています。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立西成図書館 閲覧室

大阪市立西成図書館

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29日以降の金曜日は20:00まで）
入館は閉館の30分前まで 火休（5月3日を除く）

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

まちライブラリー＠クロッシング新大阪

アサヒ ラボ・ガーデン

大阪府立中之島図書館

働くと暮すがクロスオーバーする新拠点です。住まう人やコ
ワーキングのメンバーが持ち寄った本が集まっています。

アサヒグループがつくる食と健康のコミュニケーションスペース
です。食と健康に関する書籍をご自由にお読みいただけます。

住所｜大阪市淀川区宮原1-19-10
問い合わせ｜06-6836-9915
開館時間｜10:00-19:00 火日休

住所｜大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル4階
問い合わせ｜06-6926-4070
開館時間｜11:00〜20:00 日休

住所｜大阪府大阪市北区中之島1-2-10
問い合わせ｜06-6203-0474
開館時間｜月〜金9:00-20:00 土9:00-17:00 日祝休

まちライブラリー＠建築工房櫟（らく）木とケンチクの巣箱

まちライブラリー住みよいまち＆絆研究所

iTohen

木の建築を大切にする建築工房です。建築、
まちづくり、木に
関する本が集まっています。

住まい、
まちづくりの研究団体です。
まちづくり、住まいづくりの
本を集めています。別の会場で古写真のイベントも開催予定。

若い作家さんたちの作品を少しでも多くの人にゆっくりと楽し
んでもらえるようにブックカフェも併設したギャラリーです。

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル６F
開館時間｜10:00-18:00（土日祝休の場合あり）

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3F ISまちライブラリー内
開館時間｜月木金14:00-21:00（担当者が不在の場合あり）

住所｜大阪市北区本庄西2丁目14-18 富士ビル1F
問い合わせ｜06-6292-2812
開館時間｜11:00-18:00 月火休

まちライブラリー＠クラップ

まちライブラリー＠コスモスプレゼンツ

まちライブラリー＠アワヒニ天満橋店

ウェブデザインの会社です。玄関、社長室にデザインやクリエ
イティブな本が並んでいます。

ヒーリングやフラワーエッセンスに関する本があります。

あはひ⇒古語（やまと言葉）
での「間」。人と人が、生産者と消
費者が出会う場所にしたいと思っています。

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル４F
開館時間｜月〜金14:00-17:00 祝休

住所｜大阪市中央区内平野町2-1-2アイエスビル3F ISまちライブラリー内
問い合わせ｜osaka@candyproject.org
開館時間｜月木金14:00-21:00（担当者が不在の場合あり）

住所｜大阪市中央区船越町1-2-9
問い合わせ｜06-6809-3805
開館時間｜10:00-21:30 日休

往来

まちライブラリー＠Links

まちライブラリー＠谷町空庭

大阪の中心にありながら、昔懐かしいまちなみが残る空堀に
あるコワーキングスペースです。

多目的に会場をレンタルできるオルタナティヴスペースです。
美術・サブカル系の本がたくさん並んでいます。

食・農・緑・暮らしのサード
（フリー）
スペースです。都会の中の
自然を堪能にながらゆるゆるとつながりをつくっています。

住所｜大阪市中央区谷町6-5-26 複合文化施設「萌」2階
問い合わせ｜06-6796-8834
開館時間｜11：00-19：00 水休

住所｜大阪市中央区北浜1-5-8（株式会社 宣成社1F2F）
開館時間｜13:00-20:00 不定休

住所｜大阪市中央区常盤町1-1-8
問い合わせ｜soraniwa88@gmail.com 06-6969-0679（16時以降）
開館時間｜イベント利用時以外見学可能 お問合せください

やままちライブラリー建築設計室 Morizo-

down to earth 谷町

ファレ＊ティプア

木の家、木造住宅を建てる一級建築士事務所内にあり、吉野
関連の本や、木や建築をテーマにした本が並んでいます。

町にいながら、町ならではの、
自然と文化、人の交流など、心と身体が
活動的になり、暮らしを楽しむことを形に出来ればと思っています。

布ナプキンと、オーダーシャツを販売するファレ＊ティプア。暮
らしが豊かになる本がたくさん集まっています。

住所｜大阪市中央区安堂寺町1-6-16
問い合わせ｜06-6761-5146
開館時間｜不定期

住所｜大阪市中央区安堂寺町2-1-15
問い合わせ｜06-6761-0252
開館時間｜土日12:00-19:00 電話で確認要

住所｜大阪市天王寺区味原町2-5 オノマンション103号
問い合わせ｜06-6761-8799 info@tipua.jp
開館時間｜水〜土13:00-18:00 日祝休

月第3木曜休

月第3木曜休

まちライブラリー @Oval
あべの初のまちライブラリー誕生。2 階にはカフェもあります。
イベント歓迎。

大阪市立住之江図書館
月第3木曜休

無料

本棚の背表紙だけでは魅力が伝えられず、1 年以上誰にも借
りてもらえなかった本を、本の顔である表紙を前面に押し出し
て展示し、
その魅力を伝えます。

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

おえかき布バッグ

コンシェルジュ カフェ

5月15日（日）16:00-17:30

もものこぶんこ

まちライブラリー＠もりのみやキューズモール
＊詳しくは1〜2ページをご覧ください

住所｜大阪市中央区道修町4-7-11 DHB4階
問い合せ｜info@nekotosho.jp 06-6210-1967
開館時間｜火・水・金12:00-19:00 木13:00-20:00

シンポジウム／出版不況とブックファンタジー
無料

人生の指南、生き方の参考になった本
バガヴアット・ギーター【中国の古典】から人生の指南・生き
方を学び、
ハンドリーディングの世界をお見せします。
申込・問い合わせ｜kaji.masato@gmail.com まちライブラリーFaceebook
主催｜wakuwaku1000

LIBRARY＆SHARE SPACE 小さなお庭と猫の図書館

大阪市立福島図書館

1,000円
（ドリンク付）

5月15日（日）14:30-16:30

一年間貸出されなかった本展
4月22日（金）-5月18日（水）開館時間と同じ

月第3木曜休

住所｜大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-45
問い合わせ｜06-6624-9117
開館時間｜4/16（土）〜4/27（水）12:00-20:00 日休

アート蚤の市
無料

特別展「真田丸」に関する本のコーナーです。真田信繁（幸
村）や真田丸のことなど、特別展やドラマの内容について、わ
かりやすく解説した本があります。

4月16日（土）-5月15日（日）月〜金11:00-17:00 土日祝日予約制

入場無料
作品レンタル1,080円〜

本同様、
アートも気軽に楽しもう！お気軽にアートに触れてい
ただくプランをご用意しました。
ぜひ一度お気に入りの作品を
探しに来てください。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜06-6946-5728

大阪歴史博物館 2 階「なにわ歴史塾」

さるやみ堂
住所｜大阪市中央区谷町7-2-14 サル・ビル1F
問い合わせ｜saruyami@gmail.com
開館時間｜13:00-19:00 日月祝休

1 年間、貸出０（ゼロ）の本 展
4月22日（金）-6月30日（木）開館時間と同じ

まちライブラリー @アートスペースmiyu

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29日以降の金曜日は20:00まで）
入館は閉館の30分前まで 火休（5月3日を除く）

住所｜大阪市東淀川区南江口3-4-48-3F大宝運輸（株）内
問い合わせ｜miyu@artspace-mur.co.jp（中村）
開館時間｜11:00-17:00 土日祝予約制

司書が選んだおススメ本「あなたにこの本を！」 あなたにも、
この本を！
無料

1年間、貸出０
（ゼロ）
の本

4月22日（金）-5月18日（水）開館時間と同じ

無料

おすすめ本

本棚の背表紙だけでは魅力が伝えられず、
１年以上誰にも借
りてもらえなかった本を、本の顔である表紙を前面に押し出し
て展示し、
その魅力を伝えます。

司書が毎月選ぶおススメ本「あなたにこの本を！」ユニークな
切り口の面白本や、熱意あふれるルポルタージュなど、
さまざ
まな図書を展示します。

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立東淀川図書館 閲覧室

申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立中央図書館 地下1階 閲覧室

大阪市立東淀川図書館
住所｜大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川複合施設3階
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木曜休

大阪市立中央図書館
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 休館日第1・3木曜
4月14日（木）〜21日（木）は蔵書点検のため休館

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。

4月22日（金）-5月18日（水）開館時間と同じ

無料

おすすめ本
「ネコ好きの私が、
ネコ好きのあなたにもおすすめしたいこの1
冊」のように、同好の士にすすめたい本を募集して展示しま
す。一言コメントも記入いただき紹介します。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜大阪市立平野図書館 閲覧室

大阪市立平野図書館
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木曜休

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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まちライブラリーでアジアをめぐろう！
〜中国＆台湾〜【中国編】

EVENT SCHEDULE

4/16（土）13:00–15:00

無料

中国の本

大阪府

アートスペースmiyuと、
あまがえるさいえんを行き来するイベ
ントとし、中国、台湾の本の紹介をメインに交流会をしたいと
思います。
※4/23のイベントと連携。
申込・問い合わせ｜amagaeru-saien@mail.goo.ne.jp
主催｜まちライブラリー＠あまがえるさいえん＆まちライブラリー＠アートスペースmiyu

まちライブラリー＠あまがえるさいえん

お話会スペシャル
材料費

4月20日（水）10:30-14:30

2,000円

カラフルなお花を組み合わせて。オリジナルのポーチをつくり
ませんか。
トンカチを鳴らして、
ワイワイ楽しくつくりましょう。
（要事前申込・先着20名）
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜堺市立健康福祉プラザ 4階 クラフトルーム

まちライブラリープラザ「ひといき」
住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラザ
問い合わせ｜堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター点字図書館

072-275-5027 tento@sakai-kfp.info
開館時間｜水・金・土10:00-15:00 祝休

おはなしたんけんたい

4月20日（水）15:15-16:15

無料

通常のお話会に、手づくり遊びを合わせ拡大版のお話会を開
催。手づくり遊びは、
かざぐるまを作ります。
申込｜事前申込不要
問い合わせ｜下記問い合せまで
会場｜山本コミュニティセンター ３階保育室（※図書館と同じ建物）

無料

毎月第 2・4（土）
にしている、幼児と小学生向けのおはなし会
です。
みんなでおはなしの世界に探険に来てください。
申込・問い合わせ｜申込不要
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発表者がおすすめする本の紹介を聞いて、
みんなで一番読み
たくなった本を決定します。
テーマは「乗り物に乗った時に読
みたくなる本」
です。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

図書館男子が語る山と本と日本酒の話、
そして写真も…
4/22（金）18:00-20:00

無料

誰もが集える
「サードプレイス」
で現役図書館司書が日頃から
親しむ、山登りと読書、
日本酒や写真についてじっくり語りま
す。
（当日先着15名）

病気の時のオススメ本

1,500円
（紅茶付き）

4/23（土）13:00-16:00
古民家にまつわる本

「この本で救われた」
「参考になった」
「癒やされた」
などおすす
めの本を持ち寄って、がんについて語りましょう。専門看護師
も参加します。事前申込15名。

まちライブラリー本の駅「植本祭」

健康情報ウラ話（全 3 巻）
①アトピー編 ②冷え性編 ③リウマチ編

4月24日（日）10:00-16:00

未定

巣箱に入れたい本

申込・問い合わせ｜申込不要

和泉市、
まちライブラリー本の駅の
「植本祭」
をします。紙芝居
カフェ、
シャボン玉実験、南横探検などの遊びがあります。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
主催｜寺下綾子・武瑠

住所｜和泉市大野町585-1
問い合わせ｜ochaneko53@gmail.com

水木金土10:00-19:00

ホンノワの一日絵本屋さん
4/25（月）10:00-15:00（入退出自由）
おすすめの絵本・児童書など

090-1075-8189

無料

連句とは、長句（五・七・七）
と短句（七・七）を交互に連ね即
興のお話を楽しむ伝統的な言葉遊びです。始めての方でも楽
しく参加できます。

申込・問い合わせ｜お話会の参加のみ要申込

申込・問い合わせ｜要申込 akiko.s@my.email.ne.jp
主催｜ホンノワまちライブラリー

住所｜泉大津市豊中町1-12-12
問い合わせ｜https://www.facebook.com/honnowasenshyu/
開館時間｜随時

住所｜大阪府泉大津市旭町18-2 アルザ泉大津グリーンタワー3101
問い合わせ｜https://www.facebook.com/honnowasenshyu/

しょうないREK
リサイクル本販売＋カフェ

ひといきてづくりの会 布でつくる小物

4/26（火）10:00-16:00

リサイクル本
販売のみ実費

図書館で利用されなくなった本を展示・販売しています。
毎月最後の販売日は
「カフェの日」
として、購入していただいた
皆様に珈琲をふるまいます。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜庄内図書館 3階協働事業スペース

しょうないREK
住所｜豊中市三和町3-2-1
問い合わせ｜06-6334-1261
開館時間｜4月26日
（火）10:00-16:00

4/27（水）10:30-14:30

材料費
100円

4/26（火）11:00-12:00

無料

地域のこと、図書館のこと、
おもしろかった本のこと、ゆったり
と珈琲を飲みながら当館館長とお話ししていただけます。
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜庄内図書館 3階協働事業スペース

春のおはなし会スペシャル
4/27（水）15:30-16:00

無料

男性職員による大型えほんやパネルシアターなど、
いつものお
はなし会のスペシャル版です。
男性ならではの迫力のあるおは
なし会をご期待ください。

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
主催｜堺市立健康福祉プラザ 市民交流広場 ひといき

申込・問い合わせ｜申込不要

まちライブラリープラザ「ひといき」
072-275-5027 tento@sakai-kfp.info
開館時間｜水金土10:00-15:00 祝休

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。

豊中市立岡町図書館
住所｜豊中市岡町西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

自然（植物・地球・生物・自然の中の遊び・宇宙など）

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜大阪府立中央図書館 エントランスホール

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜http://facebook.com/grassmachilibrary

080-6229-0925

まちライブラリー＠池田珈琲

グラスまちライブラリー

住所｜東大阪市荒本北1-2-1
問い合わせ｜06-6745-0170 trc.furitsuchuo-sk@trc-sp.jp
開館時間｜平日9:00-19:00 土日祝9:00-17:00

住所｜枚方市楠葉並木2-16-33
問い合わせ｜072-868-1151 info@ikedacoffee.com
開館時間｜12:00-19:00 木休

茨木音楽祭むばらけライブラリー（仮）

空の下で「まち」をブレスト！
ピクニックブレストライブラリー

5月5日（木･祝）14:00-15:30

600円
（むばらけうどん付）

5月5日（木･祝）14：00-16：00

住所｜阪南市と岬町にまたがる海のある公園（ぴちぴちビーチ里海公園）、箱作
駅下車または淡輪駅下車

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/acsess.htm

無料（テーマ本、弁当などは
各自ご準備の上持参ください。）

まちづくりに関する本、
ソーシャルデザインなど

申込・問い合わせ｜http://facebook.com/grassmachilibrary

080-6229-0925

住所｜阪南市と岬町にまたがる海のある公園（ぴちぴちビーチ里海公園）箱作
駅下車または淡輪駅下車

手づくりカードをつくろう

堺市図書館まつり

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/acsess.htm

無料

5月8日（日）10:30-15:30

5月7日（土）13:00-15:00

無料（食をテーマにした本、お弁当、レジャーシート等は
各自ご準備の上持参ください）

京都鴨川と阪南芝生公園で skypeコラボ開催。京都では
ホットドッグとビール、阪南では各自持ち寄りの弁当で
「食」
を
味わいながら本を紹介しあいます。
申込・問い合わせ｜http://facebook.com/grassmachilibrary 080-6229-0925
主催｜グラスまちらりぶらりー（共催：京都TTBBまちライブラリー）

住所｜茨木市西中条町5-20
問い合わせ｜072-622-1238 info@mubarake.com
開館時間｜12:00-14:30 18:00-22:30

5月7日（土）15:00-15:40

京都と阪南でエアコラボ！
「食」の Skypeピクニックライブラリー !
食

「まち」
にでて景色にダイブしながらブレストしよう！まちづくり
やまちのしかけ等に興味のある方ぜひご参加ください。

グラスまちライブラリー

無料

マスキングテープ、押し花などを使って、手づくりカードをつく
ります。

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を開催します。

申込・問い合わせ｜下記問い合せまで

申込・問い合わせ｜申込不要

グラスまちライブラリー
住所｜大阪府阪南市桃の木台中央公園の芝生広場（南海「箱作」駅下車、南
海バス
「桃の木台７丁目」下車すぐ。桃の木台小学校そば）

〜名作を楽しむ〜大人のための
朗読サロン（朗読グループ 草の実会）

5月11日（水）14:00-15:40

無料

朗読グループ草の実会による、古今の名作を聴いて頂く大人
のための朗読会です。
樋口一葉 著「十三夜」芥川龍之介 著「鼻」ほか
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜豊中市立東豊中図書館 集会室

水木金土曜日10:00-19:00

書庫に入れるDAY
「見つけた」感動を伝えたい☆
5月12日（木）11:00-16:00

豊中市立東豊中図書館

堺市立中央図書館
住所｜堺市堺区大仙中町18-1
問い合わせ｜072-244-3811
開館時間｜火〜金10:00-20:00

住所｜豊中市東豊中町5-2-1
問い合わせ｜06-6856-4660
開館時間｜開館日の10：00-17：00（期間未定）

土・日・祝10:00-18:00

長編歴史小説を語り合おう
無料

書庫に入り本を手に取れる
「書庫に入れるDAY 」
を開催！
「見
つけた本」
の紹介コメントを書いていただき展示します。
（要利
用者カードまたは身分証明書）

5月12日（木）15:00-17:00

500円

歴史小説
歴史小説はなかなか読んだことのない著者や時代には踏み
込めないものです。長編歴史小説好きが集まって、好きな小
説を紹介しあって、盛り上がりましょう！
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

コワーキングスペースUmidass

豊中市立野畑図書館

住所｜豊中市三和町3-2-1
問い合わせ｜06-6334-1261
開館時間｜4月26日
（火）10:00-16:00

無料（テーマ本、お弁当、レジャーシート等は
各自ご準備の上持参ください）

海や植物もあり、遊具もある公園の芝生広場で本を紹介し
あったり、
ピクニックで味わったり遊具で遊んだりと
「生」
を楽
しくワイワイ感じるライブラリーです。

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

みんなでコミュニケーションを取りながら、チクチクとティッ
シュ入れなど手作り小物を作りませんか。事前申し込みお願
いいたします。先着15名。

住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラザ
問い合わせ｜堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター点字図書館

習慣、風習、
しきたり

5月4日（水・祝）12：00-14：00

日本の習慣、季節の風物詩、言い伝えやおまじないなど、
どん
な由来でそうなったのか、参加者のエピソードも交えながら
知って楽しみましょう。

八尾市立志紀図書館

しょうないREK

銀泉連句会

ホームページに随時アップします。

海の公園で五感最高ライブラリー

ワンドリンク
実費

5月4日（水・祝）10:30-12:00

新しいまちライブラリーを一緒に育てませんか？オープンを記
念して第一回植本祭を開催します！礒井純充さんにもお越し
いただきます。

住所｜八尾市志紀町西1-3
問い合わせ｜072-948-5454
開館時間｜火日祝10:00-17:00

館長と話そう

4/25（月）14:00-17:00

一日限定の絵本屋さんです！元子どもの本専門店の辻田元
美さんによるお話会なども開催。10 時半「絵本の読み聞かせ
と選び方」
・13時半「大人も楽しい！絵本の魅力」

ホンノワまちライブラリー

「健康情報に振り回されず、
自分に合った養生法を探すコツ」
を
食養指導士の資格を持つ鍼灸師（国家資格）
がお伝えします。

住所｜泉佐野市中庄1740-1 あくあ美療鍼灸院 泉佐野院内

人に紹介したい本

090-8497-0776
https://www.facebook.com/honnowasenshyu/

養生医療／東洋医学／西洋医学／免疫療法

鍼灸医食 LABO（美療図書館）

連なる楽しみ 春の連句会
無料・お話会300円
（お茶・お菓子付き）

各回につき
1,000円

申込・問い合わせ｜http://www.biryoushinkyu.jp/form.html
3/24（木）より受付（事前申し込み必須） 072-425-3661（郷）
会場｜あくあ美療鍼灸院
主催｜郷 美由貴

まちライブラリー「本の駅」

八尾市立志紀図書館
住所｜八尾市志紀町西1-3
問い合わせ｜072-948-5454
開館時間｜火日祝10:00-17:00

4月24日（日）①10:00-11:00 ②12:00-13:00 ③14:00-15:00

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

コワーキングスペースUmidass

申年になぜ赤いパンツを贈るのか？

実費
（飲み物・お菓子）

アジアの食堂 ムバラケ

おはなしワールド2016
無料

植本祭 in 大阪府立中央図書館
5月1日（日）13:00-17:00

500円

コワーキングスペースUmidassは豊中市のお寺安楽寺にあ
ります。
その安楽寺の住職が豊中市の歴史について語ります。

住所｜豊中市柴原町5-5-23
問い合わせ｜space@umidass.com／06-6849-8511
開館時間｜平日・土：9:00-22:00（最終受付20:30）
日・祝：10:00-20:00（最終受付18:00）

住所｜茨木市銭原440

申込・問い合わせ｜info@mubarake.com 会場｜茨木神社 茨木音楽祭むばらけ会場
「アジアの食堂 ムバラケ」脇本＆
「あまがえるさいえん」兒玉
内 茨木市元町4-3 主催｜

072-234-1474（メール希望）

茨木の最北端、銭原で写真を撮りながら山歩きをしません
か？山歩きの後は、雨蛙菜園で珈琲を飲みながらまったりお
話をしましょう。

まちライブラリー＠あまがえるさいえん

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
主催｜登録文化財兒山家住宅ナヤ・ミュージアムの会、住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO（共催）

住所｜堺市中区陶器北1404
問い合わせ｜nayamuseum@yahoo.co.jp
開館時間｜第2第4水13：00-16：00

無料

申込・問い合わせ｜amagaeru-saien@mail.goo.ne.jp

第8回茨木音楽祭 神社会場内企画 地産地消を自由なスタイ
ルで実現しているムバラケ集団によるディープでおもろな裏
茨木を共有する場です。

住所｜堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1堺市立健康福祉プラザ
問い合わせ｜堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター点字図書館
072-275-5027 tento@sakai-kfp.info 開館時間｜水・金・土10:00-15:00 祝休

絵本を読んだり、小さな工作をしたりします。

申込｜小学４年生以上、要事前申込4/1より受付。先着10名
問い合わせ｜下記問い合せまで
会場｜八尾市立龍華図書館2Ｆ共同研究室

古民家にまつわるお薦めの本を持ち寄り、紹介し合い、
「 古民
家ライブラリー」
をつくります。
また、兒山家住宅ナヤ・ミュージ
アムの見学も行います。

住所｜豊中市東豊中町5-2-1
問い合わせ｜06-6856-4660
開館時間｜開館日の10：00-17：00（期間未定）

4/23（土）15:00-15:30

お気に入りの本に、
フィルムコートして綺麗に保存しよう！！

農的な暮らし

なやライブラリー

まちライブラリープラザ「ひといき」

4月30日（土）10:30-13:30
写真、山

大阪府立中央図書館

古民家ライブラリーをつくろう！
無料

お気に入りの本

住所｜八尾市南太子堂二丁目1-45
問い合わせ｜072-922-8007
開館時間｜水〜月・祝10:00-19:00 火休

土・日・祝10:00-18:00

水木金土10:00-19:00

4/23（土）13:00–15:00

無料

八尾市立龍華図書館

堺市立中央図書館

住所｜豊中市庄内幸町2-29-19

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜堺市立健康福祉プラザ ４階 B.C研修室

豊中市立東豊中図書館

4月30日（土）14:00-16:00

しょうないガダバ

本といっしょに「がん」を語ろう

4/23（土）11:00-11:30

安楽寺住職が語る豊中市の歴史

4月29日（金･祝）14:00-15:30

無料

申込・問い合わせ｜gadaba@gmail.com

八尾市立山本図書館
住所｜八尾市山本町1-8-11
問い合わせ｜072-995-3883
開館時間｜火日祝10:00-17:00

お気に入りの本にフィルムコートしよう！ ［第 2 回］茨木の天辺で写真を撮りましょう

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

住所｜茨木市銭原440

革のポーチづくり
ひといき てづくりの会

知的書評合戦ビブリオバトル inさかい
4/17（日）14:00-15:30

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

住所｜豊中市柴原町5-5-23
問い合わせ｜space@umidass.com 06-6849-8511
開館時間｜平日土 9:00-22:00（最終受付 20:30 ） 日祝 10:00-20:00（最終
受付18:00）

懐かしい八尾の風景絵はがき作り！

ふれあう絵本ひろば

5月14日（土）15:00-16:30

5月14日（土）9:30-17:00

無料

八尾にゆかりの深い作家・今東光（こんとうこう）がいた時代
の、懐かしい八尾の風景絵はがきを作りましょう！
申込・問い合わせ｜下記問い合せまで
※申込は電話・FAX・来館で受付予定
会場｜八尾市立青少年センター集会室 ※図書館と同じ建物

八尾市立図書館内 今東光資料館
住所｜八尾市本町2-2-8
問い合わせ｜072-943-3810
開館時間｜火〜日10:00-17:00

無料

お子さんと保護者の方が、一緒に楽しめる絵本などを多数取
り揃えた読み聞かせひろばを開設します。14 時からは、読み
聞かせや絵本の読み方の紹介も行います。
（5/14,5/15の2日間開催）
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜茨木市立中条図書館 1F 集会室

茨木市立中条図書館
住所｜茨木市東中条町2番13号
問い合わせ｜072-622-2476
開館時間｜土日月祝9：30-17：00

水木金9：30-20：00

大人の遠足 Vol.2 ワイナリーの
美しい葡萄畑でカニ・カ・ピラ

5月14日（土）13:00-16:00

1,500円（飛鳥ワイン1グラス
＋オードブル付き）

河内飛鳥の歴史をガイドと共に巡る
「大人の遠足」。終点は
美しい葡萄畑のテラスでハワイアンを楽しみ、
ワイン片手に盛
り上がりましょう！
【定員あり】
申込・問い合わせ｜k.hosomi.11373@onyx.ocn.ne.jp
会場｜飛鳥ワイン 葡萄畑のテラス
住所｜羽曳野市飛鳥1104周辺

まちライブラリー＠飛鳥
住所｜羽曳野市飛鳥1104
問い合わせ｜info@asukawine.co.jp

あなただけの富田林の小冊子をつくろう。
Zine ワークショップ
5月15日（日）10:30-13:30 14:30-17:30

無料

「Zine」
は自分で撮った写真や自作の文章でつくるオリジナル
小冊子のことです。
「 私の富田林」
をテーマに一緒にZineづく
りをしませんか？先着順各回6名。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
主催｜観光交流施設 きらめきファクトリー

観光交流施設 きらめきファクトリー
住所｜富田林市本町19-8
問い合わせ｜0721-24-5500
開館時間｜10：00-20：30

info@tonkira.jp

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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ふれあう絵本ひろば
5月15日（日）9:30-17:00

無料

お子さんと保護者の方が、一緒に楽しめる絵本などを多数取
り揃えた読み聞かせひろばを開設します。14 時からは、読み
聞かせや絵本の読み方の紹介も行います。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜茨木市立中条図書館 1F 集会室

パラパラめくって「はいここ！」
エピソード語り合い
5月15日（日）9:45-10:45

住所｜茨木市東中条町2番13号
問い合わせ｜072-622-2476
開館時間｜土日月祝9：30-17：00

“ものづくり企業が集う大人の読書会” IN MOBIO
500円

（軽食代）

「道徳」
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。課題図書は「新しい
道徳」北野 武（著）
【幻冬舎】
です。

みんなでつくろう！ おすすめ本の木
4月16日（土）〜5月15日（日）開館時間内

あなたがおすすめする本をカードに書いて、
おすすめ本の木を
一緒に育てましょう！きっと、
すてきな本との出会いがあります
よ。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

住所｜東大阪荒本北1-4-1 クリエイション・コア東大阪
問い合わせ｜大阪府ものづくり支援課06-6748-1050（小山、鈴木、上田）
開館時間｜9:30-18:00

住所｜茨木市畑田町１番51号
問い合わせ｜072-627-4129
開館時間｜第1月土日祝9:30-17:00

これ見て、作りまし展！
あなたにトライ！
（作品と参照した図書館資料、作者の感想などの展示） スクラム組んでビジネス就労支援
4月16日（土）〜5月15日（日）開館時間内

無料

図書館の本見て作ったらこんなのができたよ！を、
みんなに見
てもらいましょう！ここが難しかった、
こんな工夫をしたよ、な
どの感想も募集＆展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合せまで

無料

新生活を始める皆様を応援する本や、新しいチャレンジを後
押しできる本を特集します。新しい出会いと発見を図書館
で！！
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合せまで
会場｜山本図書館（1階 階段横）

無料

暮らしの課題解決として
「ビジネス・就労」
に力を入れ、
そのた
めの講座を行ってきました。今までに開催した講座の様子と
紹介した資料を展示します。

4月16日（土）〜5月15日（日）図書館開館時間

無料

ブックガイドや、本にまつわる小説を特集します。
スタンプラリー参加者には、八尾の特産物、河内木綿にちな
んで
「ワタの種」
をプレゼント
（数に限りがあります）。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合せまで
会場｜八尾市立八尾図書館（2階特設コーナー）

4月16日（土）〜5月15日（日）9:30-20:00

無料

いよいよスタート！18 歳選挙

いよいよ始まる18 歳からの選挙。
それにあわせて選挙に関す
る特集展示を行います。

無料

おみくじを引けばホンとの出会いがあるかもしれない。
思いがけない1冊との突然の出会いが待っています。運に任せ
て意外な一冊を手に取ってみませんか。

申込・問い合わせ｜申込不要

申込・問い合わせ｜申込不要

子どもの本のコーナーは広く、絵本や紙芝居などたくさんの子
どもの本があります。毎週土曜日おはなし会などがあります。
住所｜泉南郡熊取町野田4丁目2714-1
問い合わせ｜072-451-2828
開館時間｜水〜月10:00-18:00（5/3は開館、4/28、5/6は休館）

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合せまで

豊中市立千里図書館
住所｜豊中市新千里東町1-2-2
問い合わせ｜06-6831-0225 senrito@city.toyonaka.osaka.jp
開館時間｜火〜日10:00-17:00（スタンプラリー対応時間）
（4/28、5/6休）

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。

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

写真や絵、詩や文章、
中には拾ってきたおもしろい形の葉っぱ
などを自由にレイアウトして、
自分だけの小冊子「 ZINE 」
を作
ります。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

4月19日（火）19:30-21:30

1,000円

子どもから大人まで人気の「ぐりとぐら」の絵本と音楽とを融
合、脳と身体で感じるオリジナルプログラム
「音楽楽習リトミッ
ク」
を体験していただけます。
申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちライブラリー＠Maimyshop（マイマイショップ）

童心に戻って絵本を読んでみましょう。おすすめの絵本を紹
介しながら、
ときに音読し、
ときに黙読し、
ときに対話しなが
ら、学びを深めたいと思います。
申込・問い合わせ｜fujimotoryo0410@gmail.com
（タイトルに
「大人の絵本ダイアログ参加申し込み」
と記載）
主催｜尼崎ENGAWA化計画 藤本遼

変わった本
“本”つかってどんな遊びができるだろう？並べたり、めくった
り、回したり、演じたり、悩んだり、飛ばしたり・・・突拍子もない
遊び方を一緒に考えましょう。
申込・問い合わせ｜ichiromiu@yahoo.co.jp
主催｜ひめじにある２つのまちライブラリー オーナーズ（長谷川香里 三浦一郎）

納屋工房コミュニティスペース

4月23日（土）11:00-17:00

4月23日（土）13:00-15:00

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
会場｜クリエートにしのみや
（ららぽーと甲子園内）
住所｜兵庫県西宮市甲子園八番町1-100

カフェご利用
400円〜

月曜の夜に読書のできるカフェをオープン。
ライトアップされた
姫路城と、
お気に入りの本と、
コーヒーやハーブティとともにし
ずかな読書タイムをどうぞ。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
主催｜納屋工房コミュニティスペース

つなぐデザイン まちライブラリー（納屋工房コミュニティスペース内）

明石市立図書館

三余学寮 1 学期「ことば科」
〜ぷらり日本全国「語源遺産」の旅〜

4月29日（金・祝）14:00-15:30

無料

明治時代、伊丹にあった私塾「三余学寮」が現代に復活。今
回は、元放送作家の語源ハンター・和栗隆史さんにことばの
歴史や物語を授業していただきます。
申込・問い合わせ｜申込不要（先着40人）

伊丹市立図書館ことば蔵
住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

読書カフェ
無料

みんなのぬいぐるみが図書館を探検！
図書館のお仕事や本でいっぱいの部屋、夜の図書館って？？
みんなにかわってぬいぐるみが図書館を探検します。
（ 定員20
名）

住所｜明石市明石公園1-27
問い合わせ｜TEL 078-918-5800 FAX 078-913-6071
開館時間｜9:30-19:00 月曜第3火曜休 祝日の場合は開館

流し、意中の相手と本を交換してもらいます。成立したカップ
ルには、伊丹原産のバラをプレゼント。

伊丹市立図書館ことば蔵

（寄贈いただける本があればお持ちください）

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜明石市立図書館 セミナー室

恋

20 歳以上の独身者を対象に、テーマ「恋」の本を持ち寄り交

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

読書カフェ

5月1日（日）11:00-12:00

無料

申込・問い合わせ｜申込不要

西宮市立鳴尾図書館

ぬいぐるみのお泊り会

西宮市立鳴尾図書館

無料

ららぽーと甲子園に鳴尾図書館が出張します。
ショッピングの
合間に一息入れて読書や読み聞かせを楽しみませんか。気に
入った本は借りられます！
（借出カードをご持参ください）

4月30日（土）11:00-17:00

ららぽーと甲子園に鳴尾図書館が出張します。
ショッピングの
合間に一息入れて読書や読み聞かせを楽しみませんか。気に
入った本は借りられます！
（借出カードをご持参ください）

ピクニックに関する絵本
絵本を読み聞かせのあと、お弁当を親子で楽しく工作。絵本
の世界をリアルに体験することで、絵本の楽しさに気づき、理
解を深めることにつなげます。
（定員12名）

サン♥ジョルディの日に「恋のカエボン」

ららぽーとに図書館がやってきた 出張なるおとしょかん
無料

1,500円

まちライブラリー＠Maimyshop（マイマイショップ）

住所｜姫路市本町68番地 大手前第一ビル4階
問い合わせ｜079-263-7878 info@nayakobo.com

住所｜兵庫県姫路市本町68番地 大手前第一ビル4階

4月21日（木）10:30-12:00

ららぽーとに図書館がやってきた 出張なるおとしょかん

4月25日（月）18:00-21:00

500円

絵本と工作でピクニック！
ふわはね先生の感性を育む絵本術

住所｜尼崎市南塚口町2-1-3 塚口さんさんタウン3番館6階

“本”を使った新しいあそび開発ワークショップ
〜本でもっと遊べるはず〜

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｜9:30-18:00 月・5/6休

絵本やライフスタイルにまつわる本
テーマは芝生を満喫！芝ふぇすのイベントで絵本やライフスタ
イルにまつわる本を持参してあおぞらライブラリーを開催しま
す。

住所｜西宮市上鳴尾町22-38
問い合わせ｜info@maimyshop.com
開館時間｜HPカレンダーをご確認ください http://maimyshop.com/calender/

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｜9:30-18:00 月・5/6休

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
会場｜クリエートにしのみや
（ららぽーと甲子園内）
住所｜兵庫県西宮市甲子園八番町1-100

無料

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

amare（あまり）

住所｜西宮市上鳴尾町22-38
問い合わせ｜info@maimyshop.com
開館時間｜HPカレンダーをご確認ください http://maimyshop.com/calender/

4月23日（土）14:00-16:00

500円

絵本

月曜の夜に読書のできるカフェをオープン。
ライトアップされた
姫路城と、
お気に入りの本と、
コーヒーやハーブティとともにし
ずかな読書タイムをどうぞ。

4月22日（金）10:30-12:00

4月17日（日）
（雨天中止）10:00-16:00

住所｜鳴尾浜臨海公園南地区フラワーガーデン会場（芝ふぇすのイベント日のみ）
問い合わせ｜info@maimyshop.com

大人の絵本ダイアログ〜絵本で学ぶ、絵本から学ぶ〜
カフェご利用
400円〜

（寄贈いただける本があればお持ちください）

「ぐりとぐら」
と一緒に♪
音で楽しく学ぶ“楽習”リトミック

あおぞらライブラリー
まちライブラリー＠Maimyshop

あおぞらライブラリー まちライブラリー＠Maimyshop（マイマイショップ）
（芝ふぇす）

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

住所｜姫路市本町68番地 大手前第一ビル4階
問い合わせ｜079-263-7878 info@nayakobo.com

市内の読書スポットとそこで読むのにオススメな本を紹介し
た
「奥河内読書 MAP 」
を配布します。
また、実際に行ってみた
方からの写メールを募集します。
参照 http://goo.gl/gqKsJU

熊取図書館
無料

4月29日（金）〜5月8日（日）
火〜金10:00-19:00 土日祝日10:00-17:00

500円

伊丹市立図書館ことば蔵

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目14-18

4月18日（月）18:00-21:00

テーマは芝生を満喫！芝ふぇすのイベントで絵本やライフスタ
イルにまつわる本を持参してあおぞらライブラリーを開催しま
す。

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

辰巳茶房

つなぐデザイン まちライブラリー（納屋工房コミュニティスペース内）

水木金土10:00-19:00

「書を持ってまちに出よう！ 奥河内読書 MAP 」 ホンとの出会いは突然に！
の配布と「奥河内読書レポート」大募集
「としょかんおみくじ」

住所｜河内長野市昭栄町7番1号
問い合わせ｜0721-52-6933
開館時間｜9:30-20:0（5月3日、9日は休館）

水木金土10:00-19:00

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

4月17日（日）13:00-完成次第終了

info@kobe-okamoto.or.jp

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
主催｜納屋工房コミュニティスペース

八尾市立八尾図書館

河内長野市立図書館

八尾市立山本図書館

5月1日（日）〜5月26日（木）
平日10:00-20:00 土日祝休日10:00-20:00

4月1日（金）〜4月27日（水）

平日10:00-20:00 土日祝休日10:0-20:00

岡本商店街のまちライブラリーを探検しませんか？コンシェル
ジュによるツアーもあります！
辰巳茶房の限定「石だたみカレー」のランチと、商店街で使え
るカフェチケット付きです。
申込・問い合わせ｜078-412-3096
主催｜岡本商店街振興組合

無料

絵本やライフスタイルにまつわる本

住所｜鳴尾浜臨海公園南地区フラワーガーデン会場（芝ふぇすのイベント日のみ）
問い合わせ｜info@maimyshop.com

ZINEワークショップ
2,000円
（学割1,500円）

4月17日（日）11:30-16:00

読書カフェ

特集「本の本」

住所｜豊中市新千里東町1-2-2
問い合わせ｜06-6831-0225 senrito@city.toyonaka.osaka.jp
開館時間｜火〜日10：00-17：00（スタンプラリー対応時間）
（4/28、5/6休）

特集「新しいチャレンジ応援します！！」

住所｜八尾市山本町1-8-11
問い合わせ｜072-995-3883
開館時間｜火日祝10:00-17:00

今年は豊中市の市政施行 80周年です。80にちなんで、
あなた
が図書館で出会った本の80p（ページ）
目に書いてある一文
を抜き書きしておすすめしましょう。

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） 土日祝日
10：00-17：00

豊中市立千里図書館

住所｜豊中市蛍池中町3-2-1（ルシオーレビル５階）
問い合わせ｜06-6840-8000
開館時間｜月水10:00-19:00 火木土日10:00-17:00
期間中の休館日4/22、/28、/29、5/3〜/6、/13

4月16日（土）〜5月15日（日）図書館開館時間

探検！岡本まちライブラリー
無料

4月16日（土）
（雨天中止）10:00-16:00

あおぞらライブラリー まちライブラリー＠Maimyshop（マイマイショップ）
（芝ふぇす）

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合せまで

豊中市立蛍池図書館
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＊詳しくは3ページをご覧ください

4月16日（土）〜5月15日（日）
火〜金10:00-19:00 土日祝日10:00-17:00

あおぞらライブラリー
まちライブラリー＠Maimyshop

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

伊丹市立図書館ことば蔵

豊中市立岡町図書館

火水木金9:30-20:00

申込・問い合わせ｜申込不要（先着40人）

まちライブラリー＠OIC

申込・問い合わせ｜申込不要

茨木市立中央図書館

無料

日本語から英語へ、英語から日本語へ、英訳・和訳を詳しく楽
しく解説する英語読解講座。今回は、俳句をテーマにことばと
表現のおもしろさを再発見します。

兵庫県
pまつり（ページまつり）

無料

申込・問い合わせ｜MOBIO http://www.m-osaka.com
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

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）

4月16日（土）※毎月第3土曜 13:00-14:30

「植本祭」
を開催します
1周年を迎え、2回目となる

会場｜交野天神社

住所｜枚方市樟葉丘2丁目191
問い合わせ｜072-868-1151 info@ikedacoffee.com
開館時間｜5月15日
（日）8:00-11:00のみ ※毎月第三日曜日開催、雨天中止

コトバーシティ英語読解講座
「俳句を英語で味読快読」

EVENT SCHEDULE

5月15日（日）

持ち寄った辞書や図鑑、挿絵集など、誰かが目をつむって
「は
いここ！」
と指さしたその項目をテーマに、エピソードを語り合
いましょう。
（※雨天中止）

神社カフェasaiku（あさいく）
ライブラリー

水木金9：30-20：00

5月9日（月）19:00-21:00

無料

辞書、図鑑、用語集、
イラスト集、
レシピ本など

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

茨木市立中条図書館

まちライブラリー＠OIC 植本祭

5月2日（月）18:00-21:00

カフェご利用
400円〜

（寄贈いただける本があればお持ちください）
月曜の夜に読書のできるカフェをオープン。
ライトアップされた
姫路城と、
お気に入りの本と、
コーヒーやハーブティとともにし
ずかな読書タイムをどうぞ。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
主催｜納屋工房コミュニティスペース

つなぐデザイン まちライブラリー（納屋工房コミュニティスペース内）
住所｜姫路市本町68番地 大手前第一ビル4階
問い合わせ｜079-263-7878 info@nayakobo.com

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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5月3日（火・祝）13:00-14:30

無料

まちライブラリー提唱者・礒井純充さんが本を通じて、
まちと
人を活き活きさせることの魅力や有用性を講演します。
申込・問い合わせ｜申込不要

無料
5月5日（木・祝）
寄席14:00開演（13:30開場）読書会16:00-17:00

井戸書店店主も含めて、
アマチュアの落語を聴いていただい
た後、笑いのことをみんなで考えましょう！
『笑いと治癒力』が
課題図書です。
申込・問い合わせ｜078-732-0726（森）

伊丹市立図書館ことば蔵

井戸書店

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

カフェご利用
400円〜

（寄贈いただける本があればお持ちください）
月曜の夜に読書のできるカフェをオープン。
ライトアップされた
姫路城と、
お気に入りの本と、
コーヒーやハーブティとともにし
ずかな読書タイムをどうぞ。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで
主催｜納屋工房コミュニティスペース

つなぐデザイン まちライブラリー（納屋工房コミュニティスペース内）
住所｜姫路市本町68番地 大手前第一ビル4階
問い合わせ｜079-263-7878 info@nayakobo.com

みつづみ書房 特別企画
『ソルトナイト vol.1 』
5月10日（火）18:30-20:00

1,000円

『塩』、
『食』
に関する本を1冊お持ちください。
人が生きるためには欠かせない
『塩』。
いろんな種類の「塩」を楽しむ『ソルトナイト』です。
『 塩』や
『食』
などのテーマ本を一冊お持ちください。
申込・問い合わせ｜090-8197-9930
主催｜三皷由希子・しばたよしみ

古書 みつづみ書房

5月12日（木）13:30-15:00

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで

まちライブラリー＠Maimyshop（マイマイショップ）
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紅茶、ケーキ、
インテリア、食器、音楽、洋書で一人でもゆっく
りできるお店です。

住所｜神戸市東灘区岡本2-8-3
問い合わせ｜078-414-5338 leonidas.kobeokamoto@wonder.ocn.ne.jp
開館時間｜11:00-19:00 水休

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-9
問い合わせ｜078-451-8411 matuura@o-cha-ya.com
開館時間｜11:00-21:00

住所｜神戸市東灘区岡本1-11-18 café tuoli
問い合わせ｜078-451-5860 tuoli.plus@gmail.com
開館時間｜月水木金 11:30-18:00 火休

まちライブラリー＠娑羅樹

hanaみさいライブラリー

まちライブラリー＠ひつじ茶房

喫茶と和菓子のお店です。

アットホームな雰囲気のお店で、店主こだわりの和雑貨から
洋服・オリジナルものまで。

体にやさしいスイーツを手作りしています。絵本もたくさんあ
ります。

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
開館時間｜10:00-18:00 火休

住所｜神戸市東灘区岡本2-8-3
問い合わせ｜078-412-5152 saraju@able.ocn.ne.jp
開館時間｜14:00-17:00

住所｜神戸市東灘区岡本2-14-6 hanaみさい
問い合わせ｜078-412-8731
開館時間｜月〜金10:00-18:00

住所｜神戸市東灘区本山北町3-13-26 清風園2F南
問い合わせ｜090-9116-1348 hitsuji.sabo@gmail.com
開館時間｜9:30-20:00 日・第2第4火休

千代野さんと絵本を楽しもう！！

Beaver 文庫

まちライブラリー＠Synergy

いしころ図書館

アウトドア派のカフェ＆バーです。
アウトドアイベントもやって
ますよ！

木の温もりのあるサロでン安心・リラックスの空間をご提供
します。

神戸岡本、いしころカフェ。ほっこり落ち着く和テイスト隠れ
家カフェです。

住所｜神戸市東灘区本山北町3-5-6
問い合わせ｜078-441-5544 cabfo.beaver@gmail.com
開館時間｜11:30-16:30 18:00-22:00 水休

住所｜神戸市東灘区岡本1-11-29
問い合わせ｜078-452-6220 Synergy@hb.tp1.jp
開館時間｜月・第2・3火休

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10 いしころカフェ
問い合わせ｜078-411-7121
開館時間｜11:00-19:00（営業日に準ずる）

まちライブラリー＠ひとひ

カフェ・ド・ユニーク・ライブラリー

アリオリオまちライブラリー

日本茶のお店です。
ひといきついた時にどうぞ。

岡本駅前レンガ造りのレトロなお店。

岡本のパスタ・ピザと充実した品揃えのワインがおいしい。

住所｜神戸市東灘区本山北町3-6-10 日本茶カフェ一日 ひとひ
問い合わせ｜078-453-3637 info@hitohi.jp
開館時間｜月〜金11:30-22:00 最終月休

住所｜神戸市東灘区岡本1-13-15
問い合わせ｜078-451-7522
開館時間｜月〜金9:30-22:00

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-9
問い合わせ｜078-436-3866 machian@portnet.ne.jp
開館時間｜月〜土18:00-24:00

ラクソン・ライブラリー

fan オカモトまちライブラリー

riche CHEST まちライブラリー

フランスや山についての本がある、会話が楽しめるまちライ
ブラリーです。

神戸や東北に関する本を集めています。気仙沼まただいんに
ある写真集や本もライブラリーに“植本”しました。

親子三代に通っていただけるヘアサロンです。

住所｜神戸市東灘区岡本5-1-1
問い合わせ｜078-412-3502 laccent@mac.com
開館時間｜11:30-19:00（営業日に準ずる）

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-20
問い合わせ｜078-200-5327
開館時間｜11:00-19:00 水休

住所｜神戸市東灘区岡本1-4-22
問い合わせ｜078-412-8557 riche-shimaushi@chest.co.jp
開館時間｜9:30-19:00 月休 第1第3火休

テーマは「西宮」
西宮に関する本や資料、写真などを持ち寄って、西宮を語り
たい人たちの交換会を開催します。11:00-12:30、
14:30-16:00
は西宮流編集室の岡本と西宮談義の時間です。
申込・問い合わせ｜info@nishinomiya-style.jp
会場｜クリエートにしのみや
（ららぽーと甲子園2F）

500円

5月11日（水）14:00-15:30

（ドリンク、お菓子付き）

西宮在住で関西の読み聞かせの第 1 人者である田中千代野
さんによるとびっきりのおはなしタイム。
絵本の魅力や語りの世界を親子で楽しんでください。
申込｜http://stajimo.jp/?page_id=1684
問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」
住所｜西宮市高松町142 阪急西宮ガーデンズ5F
問い合わせ｜info.nishinomiya@stajimo.jp
開館時間｜10:00-20:00

ふわはね先生の「親子の絆を深めるえほん術」 大人のためのお話コンサート
2,500円
〜絵本とウクレレ 聴いて楽しむ本の世界〜
5月12日（木）10:00-12:00
（お茶菓子込）
絵本や読み聞かせを学びたい方のために行っている講座の
エッセンスをぎゅっと詰め込み、ふわはね流の絵本術をすぐに
役立てられるコツをお伝えします。
（定員10名）

まちライブラリー＠トゥオリ

紅茶を農作物のように大切にいただく専門店です。

無料

Facebookイベントページ

住所｜伊丹市伊丹１丁目13-20 ベランダ長屋

親子の絆を深める絵本

まちライブラリー at mahisa

ベルギーチョコレートの専門店です。

5月8日（日）10:00-18:00

西宮流まちライブラリー

住所｜神戸市須磨区平田町2-3-9パルプラザ新板宿ビル 1F

読書カフェ
5月9日（月）18:00-21:00

レオニダスまちライブラリー

あなたの“西宮”の交換会

ことば文化都市伊丹 10 周年記念講演
笑いと健康
「本でまちと人を輝かすコミュニティづくり」 〜井戸書店寄席プラス読書会〜

500円
（ドリンク、お菓子付き）

西宮在住の絵本セラピストの来栖史江さんとウクレレ奏者の
北嶋奈津子さんのスペシャルユニット
「ナックル」
による演奏と
朗読をお楽しみください。
申込｜http://stajimo.jp/?page_id=1684
問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

石畳大学〜図書館編〜
2,000円
（ランチ付）

5月13日（金）11:30-16:00

礒井純充氏による
「まちライブラリー」の話や、岡本商店街の
名物絵本屋の「ひつじ書房」のオーナーと一緒に子供と絵本
についてのお話をします。
（定員20名）
申込・問い合わせ｜06-6201-1939（朝日ファミリー社）
主催｜朝日ファミリー 岡本商店街振興組合

好文園ホール

好文園まちライブラリー

にわ・とりのすけ まちライブラリー

インフィニティーライブラリー

岡本の文化スポットです。各種ホールがあります。

神戸岡本、
にわ・とりのすけ岡本店。

神戸岡本、株式会社インフィニティー。パーソナルカラー診
断などを行っています。
住所｜神戸市東灘区本山北町3-4-9
問い合わせ｜078-431-1680
開館時間｜10:00-17:00 月水土日

住所｜西宮市上鳴尾町22-38
問い合わせ｜info@maimyshop.com
開館時間｜HPカレンダーをご確認ください http://maimyshop.com/calender/

住所｜西宮市高松町142 阪急西宮ガーデンズ5F
問い合わせ｜info.nishinomiya@stajimo.jp
開館時間｜10:00-20:00

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-14

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-14
問い合わせ｜078-412-3096
開館時間｜月〜日9:00-17:00

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目11-21 にわ・とりのすけ岡本店
問い合わせ｜078-441-6767
開館時間｜月〜木17:00-1:00 金土祝前日17:00-3:00

西宮まちライブラリー交流会

西宮まちライブラリー交流会

同人誌を作ろう

C+ozy Caféまちライブラリー

甲南そば まちライブラリー

麴など発酵食品を大切にしたカフェです。

神戸岡本、地元の皆様に親しまれる“憩いの場”、甲南そば。

住所｜神戸市東灘区岡本1-14-6-104
問い合わせ｜078-452-5840 eiraku@cozycafe-kobe.com
開館時間｜9:00-19:00 不定休

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目1118 甲南そば
問い合わせ｜078-411-2385
開館時間｜月〜日 15:00-20:30

5月13日（金）13:30-18:30

500円
（ドリンク、お菓子付き）

5月14日（土）13:30-18:30

500円
（ドリンク、お菓子付き）

西宮市内の「読み聞かせ」など本に関する活動をするグルー
プや個人・団体、
まちライブラリー活動に興味のある方々のた
めの交流会です。詳しくはスタジモwebサイトまで。

西宮市内の「読み聞かせ」など本に関する活動をするグルー
プや個人・団体、
まちライブラリー活動に興味のある方々のた
めの交流会です。詳しくはスタジモwebサイトまで。

申込｜http://stajimo.jp/?page_id=1684
問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

申込｜http://stajimo.jp/?page_id=1684
問い合わせ｜下記問い合わせ先まで

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

5月14日（土）13:00-14:30

無料

原稿用紙 10 枚以内の自作の文章を持ち寄り、参加者全員で
話し合い1冊の同人誌を作成し、
ことば蔵で展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要

クワンチャイ図書館

沿線コミュニティベース「スタジモにしのみや」

伊丹市立図書館ことば蔵

住所｜西宮市高松町142 阪急西宮ガーデンズ5F
問い合わせ｜info.nishinomiya@stajimo.jp
開館時間｜10:00-20:00

住所｜西宮市高松町142 阪急西宮ガーデンズ5F
問い合わせ｜info.nishinomiya@stajimo.jp
開館時間｜10:00-20:00

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

あなたも俳人・歌人になれる！
俳句短歌ライブ

ビブリオバトル inにしのみや

本を探して街を旅しよう！カエボンスタンプラリー

5月15日（日）13:00-15:30

無料

5月15日（日）14:00-15:30

無料

3月5日（土）-6月26日（日）開館時間中開催 ※休館日除く

住所｜神戸市東灘区岡本1-4-3
問い合わせ｜078-413-2280
開館時間｜11:00-15:00 17:00-23:00

無料

「友」をテーマにおススメ本を紹介する、知的書評合戦です。 期間中、市内 4カ所あるカエボン棚を巡ってもらい、スタンプ
若手俳人・歌人によるワークショップの後、
「伊丹俳壇・歌壇」 発表者は事前申込要（先着6名）、観戦は申込不要です。
を全て集めた人には、本を運ぶのに便利な「カエボンバッグ
の選者が、
その場で講評します。出演：坪内稔典氏、尾崎まゆ
（先着200人）」
をプレゼントします。
申込・問い合わせ｜0798-69-3151
会場｜西宮市立北口図書館 AVホール
み氏、田中ましろ氏、朝倉晴美氏、牛隆佑氏
申込・問い合わせ｜申込不要（カエボンバッグは1人1袋）
申込・問い合わせ｜申込不要

伊丹市立図書館ことば蔵

西宮市立北口図書館

住所｜伊丹市宮ノ前3-7-4
問い合わせ｜072-784-8170（TEL） 072-784-8169（FAX）
開館時間｜平日9:30-20:00 土日祝9:30-18:00 月休

住所｜西宮市北口町1-2 ACTA西宮東館5階
開館時間｜火〜金9:00-20:00 土日祝9:00-18:00 月・4/7（木）5/6（金）休

「会いたくなる本棚」
4月16日（土）-5月15日（日）開館時間内

無料

「センター」の蔵書から
「お気に入りの1 冊」
を選び、期間限定
の「本棚」
を創ります。
マチを楽しむ人たちが「誰かに会いたく
なる本棚」、創りに来ませんか！？
申込・問い合わせ｜申込不要

①伊丹市立図書館ことば蔵②ラスタホール（図書館南分館）
③きららホール（図書館北分館）④伊丹市立中央公民館

住所｜①伊丹市宮ノ前3-7-4 ②伊丹市南野2-3-25
③伊丹市北野4-30 ④伊丹市千僧1-1-1

ようこそart coffee ゑ！
「つくるゑ本と、くるゑ本」 ブックフェア「図書館員が読んで面白かった本」
＆パネル展「西宮のまちライブラリー」
4月16日（土）-5月14日（土）の木金土（祝休）11:00-17:00 ワークショップ参加費
（1冊）／1,000円
てづくりの本
この場を教室にして行っている
［アート・デザインの学校］
で制
作した絵本を展示し、オリジナルゑ本をつくるワークショップ
を随時開催します。

4月16日（土）-6月1日（水）開館時間内

無料

図書館員が読んで面白かった本を紹介します。西宮市内 4ヶ
所のまちライブラリーの活動も紹介もします。
申込・問い合わせ｜申込不要・下記問い合わせまで

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで
会場｜art coffee ゑ

川西市市民活動センター・男女共同参画センター
住所｜川西市小花1-8-1 パレットかわにし内
問い合わせ｜072-759-1826/1856 info@gesca-kawanishi.jp
開館時間｜平日9:00-20:00 土日祝日9:00-17:00 ※4/24（日）
のみ休館

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
問い合わせ｜0798-36-7000 espace.de.collage@gmail.com
開館時間｜木金土曜日
（祝祭日を除く）11:00-17:00

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。

西宮市立中央図書館
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

辰巳茶房まちライブラリー

タイ料理 クワンチャイ 岡本店。
アジアに関する本を集めてい
ます。

月・5/6休

火休

「世界の国」
に関する本を集めています。
住所｜神戸市東灘区岡本1丁目14-18
問い合わせ｜078-431-8810
開館時間｜11:30-19:30 不定休

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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鉄道研究会「 TKN48 」in ブックフェスタ

EVENT SCHEDULE

4月22日（金）19:30-21:30

3,900円（コース料理／飲み放題）
※ソフトドリンクの方は3,000円

鉄道にまつわる本（思い出の鉄道旅、ご自慢の稀少本など／ご寄贈の必要はありません）
京都・祇園のジオラマ居酒屋で毎月研究会を開催。4月定例
会はブックフェスタにあわせて鉄道本を持ち寄ります。
どうぞ
お気軽にご参加ください。

京都府

申込・問い合わせ｜下記問い合わせまで ※申込は4/19（火）
まで
（事務局長 磯勝己）
主催｜鉄道研究会「TKN48」

ジオラマレストラン＆居酒屋バー デゴイチ
住所｜京都市東山区花見小路新門前東入ル中之町241祇園フルリールビル 2F
問い合わせ｜075-533-8196 http://www.club-d51.com
開館時間｜平日11:00-23:00 土曜10:30-23:00 日祝10:00-20:00

絵本と本でまち、ひと、つながり発見！！
〜えほん館編〜

5月1日（日）13:00-16:00

無料

えほん館を訪問しスタッフの方に絵本の魅力を語って頂いて、
また皆様の好きな絵本を語り合います。
申込・問い合わせ｜higashi@musubiraki.jp
主催｜NPO法人Civil Collegeむすびらき

taomoiya（ 6 ）
「 本の帯だけ」
4月29日（金･祝）15:00-20:00
4月30日（土）11:00-20:00

無料

本と本の帯が好きな私たちが、本の帯を展示します。帯だけ。
帯だけから、本に出会ってみませんか ? いつもとちがうけど、
ぴったりな本がみつかるかも。
申込｜申込不要
問い合わせ｜taomoiya@gmail.com
主催｜taomoiya

まちライブラリーは、メッセージカードを付けた本をカフェやショップ、病院、お寺、オフィスや個人宅などまちの中の本棚に置き、本を

試住空間 エコハウス町家

介して人々が出会い交流するコミュニティ型のライブラリーです。誰でもオーナーとしてライブラリーを始めることができます。大阪を

住所｜京都市中京区西ノ京東月光町1-16

スペシャル TTBB！
「本とビールと小旅行」 絵本と本でまち、ひと、つながり発見！！
実費
〜大原遠足編〜
5月7日（土）①13:00-15:00 ②15:00-17:00 ③17:00-21:00 ウェブ参照
①小

②旅

5月15日（日）13:00-16:00

③行

京都・鴨川で
「グラスまちライブラリー」
とエアコラボ→大阪で
「エルライブラリー」
とリアルコラボ。
ビール以外のドリンクも各
種ご用意します。①、③どちらかでも可。①〜③参加者には、
TTBB一周年記念グッズをプレゼント。

「本」を通して
「人」
と出会う、
まちの図書館「まちライブラリー」

無料

中心に全国に約 300カ所、そこにはオーナーの個性溢れる本棚があり、本の貸出や読書会、勉強会など様々な催しが行われています。
まちライブラリー提唱者

礒井純充

2013 年度グッドデザイン賞受賞／ Library of the Year2013 優秀賞受賞

京都大原にて大原に関する文学や歴史の本を読みながら大
原文化をワイワイと散策していきます
（雨天決行）
申込・問い合わせ｜higashi@musubiraki.jp
主催｜NPO法人Civil Collegeむすびらき

申込・問い合わせ｜ttbbinkyoto@gmail.com

上桂のえほん館

①京都市中京区②京阪特急③エル・ライブラリー

住所｜京都府京都市西京区上桂北ノ口町14-27

EVENT SCHEDULE

住所｜京都府京都市左京区大原

ビブリオバトル＃65
〜サン・ジョルディの日 de ビブリオバトル

トークセッション「本を届けること
〜本屋と出版社と図書館ができること」

4/16（土）13:30開始（13:00開場）

無料

申込｜ホームページ申込みフォーム wsts@library.pref.nara.jp
※申込は第1部のみ。観覧か発表かを明記のこと。電話申込不可。

ビブリオバトル in いこま
テーマ「金」
無料

金
発表者が「金」をテーマにそれぞれおすすめ本を5 分で紹介
し、最後に皆で一番読みたくなった本を決める書評イベント
です。発表、観戦募集中です！
申込・問い合わせ｜生駒ビブリオ倶楽部HP

http://ikomabiblio.jimdo.com

生駒市図書館
住所｜生駒市辻町238
問い合わせ｜0743-75-5000

EVENT SCHEDULE

和歌山県

無料

オフィス

ショッピング
センター

大学

公園

カフェ

自然

自宅

病院

申込｜ホームページ申込みフォーム wsts@library.pref.nara.jp
FAX 0742-34-2777 来館 2Fカウンター 電話申込不可

奈良県立図書情報館

4月24日（日）14:30-16:00

4/23（土）14:00-18:00（13:00開場）

奈良県内の書店員さんおすすめの「贈りたい本」のエキシビ 「セクション1：編集者と本屋編」
として、都築響一さん（編集
ションマッチを行います。第1部は
・中川和彦さん
（スタンダードブックストア 代表）
「10年後にまた読みたい本」 者）
にお話い
のテーマで通常のビブリオバトルを開催。
ただきます。要申込・定員200名

奈良県
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京都大原

住所｜①京都市中京区（雨天の場合Jungle Cave：京都市中京区橘町641 京
都建設会館別館 1F）②三条−天満橋③下記、洋風創菜アコモデTATEYA：大
阪市中央区石町2-5-8 大阪屋中之島ビル1F

奈良県立図書情報館

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111 総務企画課 info@library.pref.nara.jp
開館時間｜9:00-20:00

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111 総務企画課 info@library.pref.nara.jp
開館時間｜9:00-20:00

だいたい吉野

まちライブラリー＠大和高田はるえ文庫

5月7日（土）8:50-18:00

1,000円（交通費・食事代等は
各自お支払いください）

吉野で読みたい本
「日帰り読書旅」本を持って吉野に行こう！吉野の隠れ名物
饅頭とコーヒーや抹茶を味わっていただきます。
ちょっと違っ
た吉野を満喫しませんか？
（15名限定）

亡き妻が残した動物や植物関連の本だけでなく、最近はや
りの本もあります。在宅の場合は家の中もみていただけます。
住所｜大和高田市昭和町3-30
問い合わせ｜0745-52-1949
開館時間｜火水金日10:00-18:00頃（不定休の可能性あり）

み んなでライブラリー を 作ろう！
STA

申込・問い合わせ｜内田利恵子 r426@jasmine.ocn.ne.jp
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）

呼びかけて、
みんなで
本を持ち寄る

RT!

だいたい吉野

わたしの図書館ミルキーウェイ

4月23日（土）13:30-15:00

石田通夫さんの個人蔵書をベースに2 万冊以上の蔵書とカ
タログ、CDやその他紙資料もたくさんそろっています。

無料

和歌山県橋本市図書館で行われているビブリオバトルも9回
目を迎えました。
バトラーとしての参加（先着 6 名程度）
も観客
としての参加も大歓迎です。
申込・問い合わせ｜0736-33-0899
会場｜橋本市教育文化会館

Boo

k

徳島県

徳島ブックカフェ〜本の展示・交換会

住所｜徳島市助任橋2丁目34-3（大井ビル2F）

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

持ち寄った
本には、
メッセージを記入！

es

sa

ge

!

まちライブラリーが
まちのあちこちにあることで、
もっとまちが面白くなる！

（1ドリンク付き）

申込・問い合わせ｜yorioka.ryuji@tokushima-u.ac.jp（徳島大学総合科学部・依岡）
主催｜ビブリオラボとくしま

イベントや懇親会を
開催します！

本をきっかけに
つながりが
生まれます！

500円

本の展示と交換（ブクブク交換会）
をブックカフェ形式で行い
ます。
カフェのような雰囲気で読書の交流の場にしたいと思い
ます。

きものカフェ
「ふりく」

K!

ON
L
ON Y
E

住所｜和歌山市米屋町2「みんなの学校」内
問い合わせ｜073-460-2028
開館時間｜11:00-19:00 火

m

住所｜和歌山県橋本市東家1丁目627

5月7日（土）15:00-18:00

TAL

k
Boo

橋本市図書館

EVENT SCHEDULE

本をきっかけに
話がはずみます！

住所｜奈良県吉野郡吉野町周辺

第 9 回ビブリオバトル in 橋本市図書館

本を持ち寄り
その場に
独自の本棚ができる！

次に読んだ人が、
感想を書く！

IMUN
M
O
N
C
IO
CAT

まちライブラリー をはじめよう！
まちライブラリーは誰にでも始められます。
ライブラリー開設をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

http://machi-library.org
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まちライブラリー ブックフェスタ 2016 in 関西

最 新 情 報 は こちら

まちライブラリー ブックフェスタ2016 in 関西は、民間図書館“まちライブラリー”、

まちライブラリー Facebook

公共図書館や博物館、書店など関西に点在するブックスポットをめぐり、

まちライブラリー web

https://www.facebook.com/machilibrary/

本を介して人と人との出会いを生み出す新しいタイプの地域イベントです。
ブックスポットでは、
トークやワークショップなど様々なアクティビティが開催され、

http://machi-library.org

お問い合わせ先

参加者が推薦した本を紹介するコーナーなどもあります。

電 話

さぁ！本を持ってまちに出よう！ 思いもよらない本と人との出会いが、あなたを待っています。

本を持ってイベントに参 加しよう

080-9691-5494（火〜土 13:00-20:00、祝13:00-17:00）

メール

bookfesta2016@gmail.com

まちライブラリー Fa c e b o o k に
イベント・レポートを U Pしよう！

のイベントでは、テーマに応じた本を持ち寄りイベントに参加します。
本の紹介をきっかけに参加者との交流が深まります。持ち寄った本は、メッセージを付けてブックスポットに寄贈します。

ブックフェスタ・公 式レポーター 募 集 中

イベントに参加し、イベントの様子を写真やテキストでまちライブラリーの Facebook に掲載していただきます。公式レポーターは、缶バッチを

（図書館や書店を除く）

付けて活動します。独自の切り口で楽しいレポートをしてくださる方を募集します。

＊ 事前に申込が必要なものが多数あります。まちライブラリー Facebook イベントページにて参加料金など詳細をご確認の上、事前にお申込ください。

レポーター希望の方は、
［ 氏名］
［ 連絡先電話番号、メールアドレス］
［ 参加予定イベント
（複数可）］をお書きの上、

bookfesta2016@gmail.com 宛にお送りください。事務局から詳細をご連絡いたします。

スタンプラリーに参 加しよう

5/14（土）には、ISまちライブラリーで「レポーター報告会」があります。公式レポーターは、ぜひご参加ください。

自分だけのブックフェスタ記録を作ろう！訪れたブックスポット、参加したイベント、一箱古本市 (4/29,30 ）でお買い物を

MEMO

した店名を記入してスタンプを押してください。もりのみやキューズモール BASE でのお買い物、お食事もスタンプラリー
（各 1,000 円以上、期間内に限ります。ライフ、エディオンの利用を除く）
レシートをまちライブラリー＠もりのみやキュー
の対象です。

ズモール事務局までお持ちください。
まちライブラリー＠もりのみやキューズモールイベント参加チケット（ 500 円分）などを
スタンプを20 個以上集めた方には、
（なくなり次第終了）
まちライブラリー＠もりのみやキューズモール・ライブラリー事務局へお持ちください。
プレゼントします。
＊ 景品の引き換えや、スタンプのお手続きは、ブックフェスタ期間内、まちライブラリー＠もりのみやキューズモールの事務局時間内に限ります。

参加したイベント、訪れたスポットでスタンプを押してもらってください。イベント名、スポット名をお書きください。
P
P

大阪府立大学観光産業戦略研究所所長・同大学院教授

委

大柴信吾

東急不動産株式会社 都市事業ユニット 都市事業本部 商業施設運営部 関西運営企画グループ グループリーダー課長

大門康弘

東急不動産SCマネジメント株式会社 もりのみやキューズモールBASE支配人

加美幸伸

FMCOCOLO765DJ

乾聰一郎

奈良県立図書情報館

P
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員

P

森

ST
AM

株式会社井戸書店代表取締役
まちライブラリー＠シュール・ムジュール デサキ主宰／北浜水辺協議会理事長

礒井純充

P

P

ST
AM

ST
AM

P

P

忠延

出崎栄三

南陀楼綾繁

イベント・スポット名

ST
AM

ST
AM

まちライブラリーブックフェスタ2016in関西実行委員会
橋爪紳也

ST
AM

ST
AM
P
ST
AM

ST
AM
ST
AM
ST
AM

催

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

主

開催概要

委員長

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

ST
AM

P
ST
AM

ST
AM
ST
AM

P

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

まちライブラリー ブックフェスタ2016 in 関西

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

ST
AM

ST
AM

ST
AM

P

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

ST
AM

ST
AM

ST
AM

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名
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イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

一箱古本市主宰者
まちライブラリー提唱者／森記念財団部長／大阪府立大学客員研究員

特別協賛

東急不動産株式会社

協

賛

立命館大学

後

援

一般財団法人森記念財団

協 力

大阪市立図書館24館、大阪府立中之島図書館、大阪府立中央図書館、茨木市立中央図書館、茨木市立中条図書館、豊中市立岡町図書館、豊中市立庄内図書館、豊中市立千里図書館、豊中市立野畑図書館、
豊中市立東豊中図書館、豊中市立蛍池図書館、八尾市立八尾図書館、今東光資料館、八尾市立志紀図書館、八尾市立龍華図書館、八尾市立山本図書館、堺市立中央図書館、河内長野市立図書館、
熊取図書館、生駒市図書館、奈良県立図書情報館、西宮市立中央図書館、西宮市立鳴尾図書館、西宮市立北口図書館、伊丹市立図書館ことば蔵、明石市立図書館、橋本市図書館、大阪歴史博物館、

P
ST
AM

P

イベント・スポット名

ST
AM

みつづみ書房、居留守文庫、大吉堂、iTohen
エル・ライブラリー、
もものこぶんこ、小さなお庭と猫の図書館、梅田 蔦屋書店、井戸書店、

P
ST
AM

ST
AM

ST
AM

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名

P

イベント・スポット名
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事務局

一般社団法人まちライブラリー

まちライブラリー ブックフェスタ2016 in 関西
発

行

一般社団法人まちライブラリー

デザイン 松下貴昭（ steam ）

パンフレット

〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-2 アイエスビル3F

