
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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まちライブラリー＠すまいる

無料

豊中市立庄内図書館

500円（菓子・飲み物代）

無料

無料（飲み物は各自、当日出店あり）
無料

500円（ワンドリンク付）
無料

八尾市立志紀図書館

無料

茨木市立中条図書館

無料

1,000円

Wagamama Projects　わがまま工房

無料

茨木市立穂積図書館

無料

無料

無料

無料

八尾市立龍華図書館

豊中市立蛍池図書館

無料

茨木市立中央図書館

無料

茨木市立庄栄図書館

無料

今東光資料館（八尾市立図書館内 3階）

無料

豊中市立千里図書館

無料

八尾市立山本図書館

無料

河内長野市立図書館

無料

八尾市立八尾図書館

無料

八尾市立八尾図書館

無料

豊中市立千里図書館

無料

堺市立中央図書館

無料

熊取町立熊取図書館

無料

無料

豊中市立東豊中図書館　

「あなたにとって居心地のいい場所は？」をテーマに持ち寄っ
た本で自己紹介＆交流会。※雨天時21日(日）に順延。
申込・問い合わせ｜当日参加可・問合せ下記
会場｜みどりのつどい 2017 （西原公園）
住所｜堺市南区桃山台１丁 主催｜まちライブラリー＠すまいる

植本祭

まちづくりに関する本

住所｜堺市南区桃山台2-3-4
問い合わせ｜072-299-2323　info@smile-center.jp
開館時間｜月～金10:00-15:00

5月14日（日）10:00-16:00

大阪府立中央図書館にまちライブラリーが誕生して１年。
植本祭vol.4を実施します。詳細は下記ウェブサイトから。
申込・問い合わせ｜
http://www.lighty-hall.com/event/2017/05/event-1049.php
主催｜まちライブラリー＠大阪府立中央図書館運営委員会

各カタリストのテーマに沿った本

まちライブラリー＠大阪府立中央図書館
住所｜東大阪市荒本北1-2-1 問い合わせ｜06-6745-0170(代表）
開館時間｜火～金9:00-19:00　土日祝9:00-17:00 　※月、5/11休

まちライブラリー
＠大阪府立中央図書館　植本祭vol.4
5月20日（土）13:30-16:00

 紙芝居で河内の歴史を学び屋敷林の散策を楽しみます。お薦めの
本を持ち寄り、「美杜里乃屋ライブラリー」をつくります。
申込・問い合わせ｜下記参照
会場｜国登録有形文化財　川中家住宅　 「美杜里乃屋（みどりのや）」
主催｜今米緑地保全会、住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO（共催）

大阪・河内の歴史、自然、暮らしにまつわる本、絵本や図鑑

美杜里乃屋（みどりのや）ライブラリー
住所｜東大阪市今米1丁目4-38
問い合わせ｜072-961-5050　yashikirin@citrus.ocn.ne.jp
開館時間｜イベント時のみ対応可能

古民家ライブラリーをつくろう！
大阪・河内の歴史、自然を学ぶ
5月13日（土）13:30-16：00

図書館のこと、おもしろかった本のこと、まちのことなど、コー
ヒーを飲みながら庄内図書館の館長とお話ししましょう。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜しょうないREK

庄内図書館の館長と話そう

住所｜大阪府豊中市三和町3-2-1 問い合わせ｜06-6334-1261
開館時間｜火～金10:00-19:00（こども室・協働事業スペース～17:00）
土日祝10:00-17:00

5月16日（火）11:00-12:00

豊中市立岡町図書館

豊中市立野畑図書館
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

書庫に入り本を手に取れる「書庫に入れるＤＡＹ」を開催！
（要利用者カードまたは身分証明書）
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜豊中市立野畑図書館

書庫に入れるDAY
「見つけた」感動を伝えたい☆

5月14日（日）11:00-15:00

たられば書店
住所｜大阪府守口市本町1-3-9
問い合わせ｜06-7503-2634　info@tarareba.jp
開館時間｜9：00-20：00（平日16:30-17:30一時閉店）／不定休

図書館ってどこにでもあると思っていませんか？図書館のない
守口の古書店で図書館についてお話ししましょう。
申込・問い合わせ｜info@tarareba.jp
主催｜たられば書店

トショカンの役割を考える
～図書館のないまち・守口で～
5月13日（土）15:00-17:00大切な人に感謝の気持ちを込めて…。世界にひとつだけの

カードをつくります。
申込・問い合わせ｜事前申込不要
会場｜志紀図書館　（おはなし室）
主催｜志紀図書館

飛び出すカードをつくろう

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、水木金土10:00-19:00

5月13日（土）15:00-16:00

みんなで絵本の世界を楽しみましょう。おはなし室の「えほん
ひろば」の本の読み聞かせや紹介をします。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜茨木市立中条図書館　おはなし室
主催｜茨木市立中条図書館

ふれあう　えほんひろば

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｜月土日祝9：30-17：00　水木金9：30-20：00

5月13日（土）11:00-11:30、15:30-16:00

本で見る大阪国際空港のこれまで・これから みんなでつくろう！おすすめ本の木2017

絵本から動物が飛びだした！Origamiで動物をつくろう♪（英
語です。英語初心者大歓迎★）
申込・問い合わせ｜wagamama.projects@gmail.com
http://sayahana.wixsite.com/wagamama-projects
主催｜わがままプロジェクト

ようこそ絵本とOrigamiと英語ワールドへ♪

絵本、英語、動物図鑑

住所｜和泉市府中町3-14-7
問い合わせ｜wagamama.projects@gmail.com
開館時間｜10:00-20:00（イベント時、もしくは毎週金曜日見学可能）

5月20日（土）午前10:00-11:30, 午後13:00-14:30

大人の図書館ツアー

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２冊までお持ちください。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜茨木市立穂積図書館

えほん交換会

住所｜茨木市松ヶ本町8番30号
問い合わせ｜072-620-1056
開館時間｜月土日祝9：30-17：00　水木金9：30-20：00

5月21日（日）10:00-15:00

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

いろんな国の本の貸出をしたらカードにハンコを押します。
ゴールに到達すればささやかなプレゼント！
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せtosyokan@city.yao.osaka.jp
会場｜八尾図書館 （１階 特集コーナー）
主催｜八尾図書館

本de世界一周の旅
～いろんな国の本の世界を楽しもう～
4月23日（日）～5月12日（金）開館時間内

茨木市立中央図書館
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

イベントの合間に読書を楽しみませんか。もちろん、本の貸出
も行います。（貸出カードをご持参ください。）
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
会場｜立命館大学大阪いばらきキャンパス
住所｜茨木市岩倉町2-150
主催｜茨木市立中央図書館

移動図書館ともしび号
in 「いばらき×立命館DAY」
5月21日（日）10:00-16:30

熊取町立熊取図書館
住所｜泉南郡熊取町野田４丁目２７１４－１
問い合わせ｜TEL072-451-2828　FAX072-452-7366
開館時間｜10:00-18:00　火・5/25休

JICAの活動内容やアフリカの人々の暮らしを身近に感じてい
ただけるよう、写真やパネルなど、絵本や図書も展示します。
申込・問い合わせ｜下記参照
会場｜熊取町立熊取図書館

「世界のことをもっと知ろう！知ってつながる
アフリカ」展～ＪＩＣＡ関西による展示～
3月31日（金）～5月24日（水）開館時間内

本の並び方や検索機の使い方など使い方を知ればもっと便
利になる図書館の仕組みをご案内します。
申込・問い合わせ｜trc.yao-ryuge@trc-sp.jp
※申込みは、龍華図書館カウンター、電話、FAX
※先着10名（5/1（月）9:00から受付）
主催｜龍華図書館

住所｜八尾市南太子堂2-1-45
問い合わせ｜072-922-8007
開館時間｜水～月9:00-19:00

5月21日（日）14:00－15:00

大阪国際空港の歴史や地域の魅力、豊中市の「空港を活か
したまちづくり」を本でたどる展示を行います。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜豊中市立蛍池図書館

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｜10：00-17：00　月・水10：00-19：00

4月16日（日）～5月14日（日）開館時間内

あなたがおすすめする本を葉っぱのカードに書いて、おすすめ
本の木を一緒に育てましょう！
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

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　火水木金9：30-20：00

4月29日（土祝）～5月28日（日）開館時間内

みんなでつくろう！おすすめ本の木

あなたがおすすめする本を葉っぱのカードに書いて、おすすめ
本の木を一緒に育てましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ
主催｜茨木市立庄栄図書館

住所｜茨木市庄二丁目26番12号 
問い合わせ｜072-620-1171
開館時間｜月土日祝9:30-17:00　水木金9:30-20:00

4月29日（土祝）～5月28日（日）開館時間内

「今東光トリビア」クイズラリー

今東光とその作品には「へぇ～」と思わされるトリビアがいっ
ぱい！クイズの正解率に応じて記念品をプレゼント！
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せtosyokan@city.yao.osaka.jp
主催｜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｜10:00-17:00　月休（祝日の場合は開館）

4月29日（土祝）～5月28日（日）開館時間内

こんなんあるで～。☆YA! BOOKS通信☆

学生ボランティアも参加して作成している通信を、２００８年
の1号から最新号まで関連本と一緒に展示します！
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜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
開館時間｜火水木金 10：00-20：00 土日月10：00-17：00

4月29日（土）～5月25日（木）開館時間内

特集「はじめよう！の春
～新生活のスタート応援します～」

新しいスタートやチャレンジを後押しする本、新生活を始める
皆様を応援する本を特集します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せyamamoto-lib@city.yao.osaka.jp
会場｜山本図書館 （1階 吹き抜け階段横）
主催｜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　水木金土10:00-19:00

4月29日（土祝）～5月24日（水）開館時間内

本の帯まつり

本の帯だけで、気になる本を選んでみよう！またおみくじをひく
と「本の帯」があたる帯みくじもあります。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜河内長野市立図書館

5月3日（水）～5月26日（金）開館時間内

世界五大陸＆日本縦断ミステリー紀行

事件は世界中で起きている！犯人を探して東へ西へ。ミステ
リーとともに旅をしましょう！
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せtosyokan@city.yao.osaka.jp
主催｜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

4月28日（金）～5月24日（水）開館時間内

こどもの読書週間イベント 
本のおたのしみ袋

中に何が入っているかはお楽しみ！普段手に取らない本との
出会いを楽しんでください。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せtosyokan@city.yao.osaka.jp
会場｜八尾図書館　（１階 特集コーナー）
主催｜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

5月3日（水）～5月5日（金）10：00-17：00

働くあなたに役立つ講座＝ビジネスゼミナール展

平成２７年度より、ビジネスゼミナールを開催しています。今ま
での講座の様子と紹介した資料を展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜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
開館時間｜火水木金 10：00-20：00 土日月10：00-17：00

4月29日（土）～5月25日（木）開館時間内

住所｜河内長野市昭栄町7-1
問い合わせ｜0721-52-6933
開館時間｜9：30-20：00

無料

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17日（水）ぴよぴよ10:15-10:30
よちよち10:40-11:00　とことこ11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

豊中市立岡町図書館

無料

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24日（水）ぴよぴよ10:15-10:30
よちよち10:40-11:00　とことこ11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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、‘かわる‘です。
申込・問合せ｜下記参照 
主催｜堺市立中央図書館

知的書評合戦ビブリオバトルinさかい

かわる

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14日（日）14:00-15:30

普段入ることのできない書庫をご案内します。今回は、どなた
でもご参加いただけます。
申込・問合せ｜下記参照 
主催｜熊取町教育委員会

図書館書庫見学ツアー

住所｜泉南郡熊取町野田4丁目2714-1
問い合せ｜TEL072-451-2828　FAX072-452-7366
開館時間｜10:00-18:00　火・5/25休 

5月18日（木）10：30-11：30（10:00-受付）

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10日（水）ぴよぴよ10:15-10:30
よちよち10:40-11:00　とことこ11:10-11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おはなしボランティアポケットのメンバーと、図書館職員によ
る絵本の読み聞かせ、紙芝居。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
会場｜豊中市立東豊中図書館　集会室
主催｜豊中市立東豊中図書館

おはなしたんけんたい

住所｜豊中市東豊中町5-2-1
問い合わせ｜06-6856-4660
開館時間｜火～日10：00-17：00

5月13日（土）11:00-11:30
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無料

まちライブラリー＠あまがさきキューズモール

木戸銭無料

井戸書店

無料

井戸書店

500円（1ドリンク付）

つなぐデザイン×まちライブラリー

無料

500円

永楽亭

無料

園田地区会館　図書室

無料

井戸書店

無料

みつづみ書房

本一冊

まちライブラリー＠コープのつどい場

一部・二部どちらかの場合は、500円／両方参加の場合は、1000円

まちライブラリー＠高倉台団地301

無料無料

伊丹市立図書館ことば蔵

無料ドリンク代

無料無料

つなぐデザイン×まちライブラリー

無料無料

㈱ダイハン書房本店

無料

園田地区会館　図書室

ドリンク代

つなぐデザイン×まちライブラリー

500円

永楽亭

無料

伊丹市立図書館ことば蔵

無料

みつづみ書房

無料

パレットかわにし

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｜まちライブラリー

あまがさきキューズモール巣箱図書館のえほん交換会

絵本

住所｜尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール内 2F緑遊広場
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

本に囲まれた空間で、井戸書店店主も含めての、4～5席の素
人落語会です。
申込・問い合わせ｜問合せ下記
主催｜井戸書店

井戸書店寄席

住所｜神戸市須磨区平田町２丁目３-９ パルプラザ新板宿ビル 1F
問い合わせ｜078-732-0726
開館時間｜平日8:30-22:00日祝9:00-19:00

5月7日（日）14:00-16:00

論語まつりのプレイベントとして、論語カルタ大会や論語穴埋
めクイズ大会などを開催します。
申込・問い合わせ｜問合せ下記
主催｜井戸書店

板宿論語まつりプレイベント

住所｜神戸市須磨区平田町２丁目３-９ パルプラザ新板宿ビル 1F
問い合わせ｜078-732-0726
開館時間｜平日8:30-22:00日祝9:00-19:00

5月3日（水・祝）9:00-10:00

持ち寄った本をきっかけに、まちをたのしむ方法をお茶をのみ
ながら語り合います。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜つなぐデザイン×まちライブラリー

まちをたのしむブックカフェ

まちをたのしむための本

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（納屋工房）
開館時間｜不定期

5月11日（木）19:00-20:30

生き物と人との関わりに触れた本を持ち寄り、「なぜ生き物を
飼うのか。」というテーマで哲学対話を行います。　　　　
申込・問い合わせ｜06-6421-4405（永楽亭）090-5675-6864（下村透）
主催｜下村透

読書対話会

生き物（動物、植物、昆虫）と人との関わりに
触れた小説、物語、ドキュメンタリー、評論、エッセー

住所｜尼崎市塚口本町１丁目4-29
問い合わせ｜06-6421-4405
開館時間｜イベント時のみ

5月14日（日）13:30-16:00

おすすめの一冊を持ち寄り、本の魅力を紹介し合う書評ゲー
ム「ビブリオバトル」を開催します！
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜園田地区会館・Sonodaビブリオ

第24回Sonodaビブリオバトル

生きる

住所｜尼崎市東園田４丁目12-4
問い合わせ｜06-6498-0140
開館時間｜13:00-18:00　水休

5月21日（日）10:00-11:30

子どもたちに論語に親しんでもらうために、論語カルタ大会や
論語穴埋めクイズ大会などを開催します。
申込・問い合わせ｜問合せ下記
主催｜井戸書店

第1回板宿論語まつり

住所｜神戸市須磨区平田町２丁目３-９ パルプラザ新板宿ビル 1F
問い合わせ｜078-732-0726
開館時間平日8:30-22:00日祝日9:00-19:00

5月14日（日）9:00-10:00

みつづみ書房　24時間営業いたします。イベントタイトルは
『深夜の古書店』。深夜来店、寝落ち大歓迎です。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜みつづみ書房

みつづみ書房 『深夜の古書店』 （24時間営業）

もしよろしければ『深夜の古書店で出会った一冊』を
お持ちください。

住所｜伊丹市伊丹１丁目13-20　ベランダ長屋
問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
開館時間｜火～金11:00-20:00　土11:00-20:00　日11:00-17:00　月祝休

5月20日（土）10:00~21日（日）10:00

「食」や「くらし」をテーマに植本祭を開催します。試食あり。本
に関連する食べ物をご持参いただいてもOKです！
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜まちライブラリー＠コープのつどい場

「食」の植本祭

くらし（衣・食・住）

住所｜姫路市飾西638-１ ノース青山1階
問い合わせ｜079-222-2294（コープこうべ地区活動本部（姫路エリア））
開館時間｜平日 10:00-16:00

5月14日（日）10：30-12：00

テーマに沿ったおすすめの本を持ち寄り、本の紹介＆交流の
後、自作の推薦帯を巻いて「カエボン棚」に並べます。
申込・問い合わせ｜申込不要　問い合わせ下記
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

心に残る絵本

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｜TEL 072-784-8170　FAX 072-784-8169
開館時間｜平日9:30-20:00　土日祝9:00-18:00　月休

おすすめ本の交換会　カエボン部
5月17日（水）18:30-20:00

絵本作家ご夫婦と一緒に、もの作り遊び・読み聞かせ等、絵
本の世界を幅広く楽しめる団地ライブラリー企画。
申込・問い合わせ｜danchi.lab@gmail.com 未就学児・小学生は保護者同伴
主催｜まちライブラリー＠高倉台団地301

絵本作家さんとホンワカ団地で遊ぼう♪

住所｜神戸市須磨区高倉台5-4-12-301
問い合わせ｜danchi.lab@gmail.com
開館時間｜10：00-16：00

5月13日（土）13:00-16:00

原稿用紙10枚以内の自作の文章を持ち寄り、みんなで感想
や意見を交わし合います。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

いたみ文芸ことそうし

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

5月13日（土）14:00-15:30

各自が読みたい本を静かに楽しめる、姫路城の見えるカフェ
を限定オープン。コーヒーやハーブティを飲みつつゆっくりと。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜つなぐデザイン×まちライブラリー

読書カフェ

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（納屋工房）
開館時間｜不定期

5月14日（日）13:00-17:00

地元ボランティア“本とえんぴつとノート”による、絵本の読み
聞かせを行います。
申込・問い合わせ｜申込不要
主催｜ダイハン書房本店

絵本のおはなし会

住所｜兵庫県尼崎市東園田町9丁目16-8
問い合わせ｜06-6493-7761
開館時間｜平日9：00-24：00　日祝10：00-23：00

5月13日（土）15:00-15:40

お笑いを日常にとりいれて、コミュニケーション能力アップを目
指しましょう！
申込・問い合わせ｜06-6498-0140
主催｜園田地区会館・笑ら部（わらぶ）

第6回 お笑いから学ぶコミュニケーション

住所｜尼崎市東園田４丁目12-4
問い合わせ｜06-6498-0140
開館時間｜13:00-18:00　水休

5月20日（土）10:00-11:00

各自が読みたい本を静かに楽しめる、姫路城の見えるカフェ
を限定オープン。コーヒーやハーブティを飲みつつゆっくりと。
申込・問い合わせ｜下記参照
主催｜つなぐデザイン×まちライブラリー

読書カフェ

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（納屋工房）
開館時間｜不定期

5月24日（水）18:00-21:00

用意してきた３種類程度の絵本の読み聞かせや、絵や物語の
内容に沿って語り合う時間を作ります。
申込・問い合わせ｜06-6421-4405（永楽亭）090-5675-6864（下村透）
主催｜下村透

読書対話会

住所｜尼崎市塚口本町1丁目４-２９
問い合わせ｜06-6421-4405
開館時間｜イベント時のみ

5月28日（日）13:30-16:00

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

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、日英表現を比較対象します。
申込・問い合わせ｜申込不要（先着40人）　問い合わせ下記
主催｜伊丹市立図書館ことば蔵

コトバーシティ英語読解講座
谷崎潤一郎『細雪』を英語で味読快読
5月20日（土）14:00-15:30

兵庫県

EVENT SCHEDULE

19世紀末イギリスの画家オーブリー・ビアズリーの作品、とく
に原田マハ『サロメ』に登場した作品を展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜オーブリー・ビアズリー文庫

オーブリー・ビアズリー展vol.8「サロメ」

住所｜伊丹市伊丹１丁目13-20　ベランダ長屋
問い合わせ｜info@mitsuzumi-shobo.com
開館時間｜火～金11:00-20:00　土11:00-20:00　日11:00-17:00　月祝休

5月7日(日）～2017年5月19日(金)営業時間内

川西のマチを楽しむ人たちが選んだそれぞれの「一冊」を集
めた、期間限定の本棚が登場します。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せは下記
会場｜川西市市民活動センター・男女共同参画センター
主催｜川西市市民活動センター・男女共同参画センター

会いたくなる本棚 2017

住所｜川西市小花1-8-1 パレットかわにし
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月29日（土）-5月27日（土）開館時間内

ここキテエリア（西宮）のイベントは、P5～7に記載しています。

ベルギーチョコレートの専門店です。

レオニダスまちライブラリー

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

神戸市・岡本商店街には、お店ごとにテーマにわかれた本が
置いてあります。テーマはお店にちなんだものから、オーナー
の趣味まで様々です。
※岡本まちライブラリーのスタンプラリースポットは、「好文園まちライブラ
リー」のみですのでご注意ください。

岡本まちライブラリー
喫茶と和菓子のお店です。

まちライブラリー＠娑羅樹

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

紅茶を農作物のように大切にいただく専門店です。

まちライブラリーat mahisa

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

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。

まちライブラリー＠トゥオリ

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

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！

Beaver文庫

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

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。

hanaみさいライブラリー

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

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。

まちライブラリー＠ひつじ茶房

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 

日本茶のお店です。ひといきついた時にどうぞ。

まちライブラリー＠ひとひ

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

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。

まちライブラリー＠Synergy

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

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。

いしころ図書館

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）

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。

ラクソン・ライブラリー

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）

岡本駅前レンガ造りのレトロなお店。

カフェ・ド・ユニーク・ライブラリー

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

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。

アリオリオまちライブラリー

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

岡本の文化スポットです。各種ホールがあります。

好文園まちライブラリー

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

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。

fanオカモトまちライブラリー

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

親子三代に通っていただけるヘアサロンです。

riche CHEST まちライブラリー

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

麴など発酵食品を大切にしたカフェです。

C+ozy Caféまちライブラリー

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

サラリーマンや学生さん、男性が読みたくなるマンガ、ファッ
ション誌、カルチャー誌などを集めています。

にわ・とりのすけ　まちライブラリー

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

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。

インフィニティーライブラリー

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

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。

クワンチャイ図書館

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　火休

神戸岡本、地元の皆様に親しまれる“憩いの場”、甲南そば。

甲南そば　まちライブラリー

住所｜神戸市東灘区岡本1丁目11-18　甲南そば
問い合わせ｜078-411-2385
開館時間｜月～日　15:00-20:30

「世界の国」に関する本を集めています。占い、音楽、アロマ、
英会話などのイベントも開催しています。

辰巳茶房まちライブラリー

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



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

無料大阪城のお膝元・森ノ宮のおもしろ散歩とまちライブラリー紹介ツアー 森ノ宮周辺には楽しく「へー！」とびっくりスポットを歩き
ます。さらに歩いてもりのみやキューズモールをご案内し
た後、まちライブラリーをご案内します。

大阪の本、旅の本、オススメ地域の本　

1,500円あまがさきの人と本に出会う日　まちライブラリーあるき あまがさきのまちの気になる取り組みを、まちライブラ
リーをきっかけに覗いて見ませんか？オススメの本

食
500円＋交通費・ランチ実費まちライブラリー探検隊＠姫路 まちライブラリーを中心に、そのまちとひとを楽しむ探検

隊、兵庫県姫路市に行きます！

300円（他実費）本と人に出会う、旭区まちあるき 旭区をまちあるきしながら、まちライブラリー＠いのこう
の家や、10代に本をとどけるこめつぶ本屋をのぞきにい
こう！　

10代にとどけたい本

3,000円まちライブラリー巡り散走　実際に行ってみる編

色々なまちライブラリーやブックスポットをめぐり、そのまちの人に出会おう。
「まちイクツアー」特集

大阪市北部のまちライブラリーを自転車で巡り、本を通
じて交流します。その後は、マップをつくるワークショップ
も。（p9にワークショップ情報あり）

●日時：5月26日（金）13:30-15:00 ●開催場所：JR森ノ宮駅→散歩→まちライブラ
リー＠もりのみやキューズモール ●申込：まちライブラリーfacebook ●主催：おくむらたけすけ　　

●日時：5月20日（金）15:00-18:00 ●集合場所：amare（あまり） 尼崎市南塚口町2-1-3塚口さんさんタウン3
番館 6F　●申込：まちライブラリーfacebook　●主催：藤本遼（尼崎ENGAWA化計画）、奥井希（まちライブラリー）

●日時：5月14日（日）10:15-18:30頃 ●集合場所：10:15（JR姫路・姫新線改札前集合）　●申込：まちライブラリー
Facebookまたは、ono.chisako@gmail.com　●主催：まちライブラリー探検隊

　●日時：5月13日（土）11:00-16:00頃 ●集合場所：地下鉄千林大宮駅　●申込：まちライブラリー
Facebook　●主催：まちライブラリー、こめつぶ本屋

まちを楽しむ ●日時：5月6日（土）10:00-15:30頃（引き続き、マップづくりワークショップ～17:30まで） ●集合場所：LIFE CREATION 
SPACE OVE 中之島　●申込：http://www.ove-web.com/sanso/entry-2198.html　●主催：LIFE CREATION SPACE OVE 中之島

ブックスポットをめぐり、まちを楽しもう！

19 20

ジオラマレストラン＆居酒屋バー　デゴイチ

大原まちライブラリー

無料

まちライブラリー＠龍馬館in京田辺

3,000円（軽食＋飲み放題） 100円

梟文庫

無料無料

梟文庫

無料

無料

無料

奈良県立図書情報館

親子一組500円（一家族）

無料

生駒市図書館

参加費無料(ワンオーダー必要)

まちライブラリー＠Cafe梛の森

1,000円

さくらいほんまちライブラリ－

無料

奈良県立図書情報館

無料

奈良県立図書情報館

無料 無料

無料

？

本1冊

彦根・逓信舎

500円（1ドリンク付）

ビブリオラボとくしま

わたしの図書館ミルキーウェイ

300円（エコマネー利用可）
カフェは一部有料

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

無料（当日の石釜マルシェ
参加の場合は別途1,000円）

京都府

EVENT SCHEDULE

京都・祇園で活動する鉄道研究会の５月定例会はブックフェ
スタと共催です。どうぞお気軽にご参加ください。
申込・問い合わせ｜下記参照　※申込5/9(火）まで
主催｜鉄道研究会「TNK48」（事務局長 磯勝己）

鉄道研究会「TKN48」 in ブックフェスタ

鉄道にまつわる本（思い出の鉄道旅、ご自慢の稀少本など／寄贈不要）

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/（要飲食利用）
開館時間｜平日11:00-23:00　土10:30-23:00　日祝10:00-20:00

5月12日（金）19:30～21:30

京都の大原で、自然の中でおススメの本や絵本を読み合った
り、大自然の中、大原の自然を描いたりしませんか
申込・問い合わせ｜運営事務局NPO法人むすびらき（higashi@musubiraki.jp）
会場｜大原まちライブラリーと大原周辺
主催｜大原まちライブラリー

絵本＆本を片手に自然と遊ぼう

自然、おススメ絵本、おススメ本

住所｜京都市左京区大原来迎院町118番地レモンハウス内
問い合わせ｜運営事務局NPO法人むすびらき（higashi@musubiraki.jp）
開館時間｜第3土 10:00-16:00（夏期・冬期は休館）見学相談可

5月20日（土）14:00-16:00

京田辺市在住の絵本作家 玉城美代子さんと一緒に沖縄の
絵本の読みきかせ。音楽、食べ物などからで沖縄を味わいま
しょう。
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＠龍馬館in京田辺

絵本のゆずりあい会＆京田辺で沖縄を味わう

沖縄

住所｜京田辺市興戸久保16
問い合わせ｜http ://ryomakancafe .wixs i te .com/index/blank     
090-6758-5212 開館時間｜スケジュール参照

5月6日（土）１0:00ｰ15:00

右手に本、左手にビール。ＴＴＢＢどこへ行く！？
申込・問い合わせ｜h t t p s : / / w w w. f a ce b o o k . co m / t t b b i n kyo t o，
ttbbinkyoto@gmail.com
会場｜Irish Pub & Restaurant DUBLIN
住所｜京都市中京区御池通り河原町東入るミレニアム御池ビル１Ｆ・２Ｆ
主催｜ＩＮ＠Ｋ（Iso & Nishiyama @ KYOTO）

TTBB NEXT!～ビールを超えてゆけ～

NEXT ～今を超えて次へ～（寄贈なし）

5月7日（日）15:00-17:00

梟文庫で子どもたちがお抹茶でおもてなしをします。絵本の
読み聞かせやブックトークも予定しています。
申込・問い合わせ｜fukuroubunko.kyoto@gmail.com
主催｜梟文庫

梟文庫でお茶会

住所｜京都市北区上賀茂今井河原町10-71
問い合わせ｜fukuroubunko.kyoto@gmail.com
開館時間｜不定期、ウェブにて要確認不定期、ウェブにて要確認

5月14日（日）13:00-16:00

ベビー＆キッズ用品交換会を主催する「コデカケ」さんと一緒
に、子ども用品＋本の交換会を実施します。
申込・問い合わせ｜fukuroubunko.kyoto@gmail.com
主催｜ベビー＆キッズ用品交換会　コデカケ、梟文庫

梟文庫で交換会

住所｜京都市北区上賀茂今井河原町10-71
問い合わせ｜fukuroubunko.kyoto@gmail.com
開館時間｜不定期、ウェブにて確認

5月21日（日）13:00-16:00

まちライブラリー＠龍馬館in京田辺
住所｜京田辺市興戸久保16
問い合わせ｜http://ryomakancafe.wixsite.com/index/blank 
開館時間｜ウェブにて要確認

興戸deマルシェ（10:00-15:00）の中でブースを設け、絵本の
展示、絵本・原画のポストカード販売、サイン会をします。
申込・問い合わせ｜申し込み不要　問い合わせ下記
主催｜興戸deマルシェ

「銀河サーカス団」
希夙（きつと）さん原画展＆ブックトーク
5月21日（日）14:00ｰ15:00

まちライブラリー＠龍馬館in京田辺
住所｜京田辺市興戸久保16
問い合わせ｜http://ryomakancafe.wixsite.com/index/blank 
開館時間｜スケジュール参照

夕方の公園で絵本の読み聞かせや紙芝居をします。（雨天中止）
申込・問い合わせ｜申込不要
会場｜谷浦みどり公園
場所｜京都府京田辺市三山木谷浦（ＪＲ三山木駅より西に徒歩５分）
主催｜まちライブラリー＠龍馬館in京田辺

三山木　春のおはなし会
「おいでよ！公園で絵本と紙芝居！」

5月6日（土）16:00-17:00

奈良県

EVENT SCHEDULE

地域の大人の座右の本を通して、高校生に本・人との出会
い、未来を新たに発見(＝ハックツ)する機会を創る。詳細は下
記ウェブサイトでご確認ください。
主催｜奈良県立図書情報館ハックツ部 Nalib　共催：奈良県立図書情報館

キッカケ×ハックツ

奈良の高校生に届けたい「私の一冊」

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111／http://www.library.pref.nara.jp/content/info
開館時間｜9:00-20:00（見学可能）（対応が必要な場合は13:00-16:00）

5日6日（土）未定

skypeを使って日本に古くから伝わるお話、新しいお話を、海
外の子供たちに読み聞かせをします。
申込・問い合わせ｜未定
会場｜まちライブラリー＠自遊空間ゼロ
住所｜北葛城郡広陵町三吉345-14
主催｜まちライブラリー＠自由空間ゼロ

世界の子供たちとお話交換会

動物がらみの絵本

5月3日（水・祝）または4日（木・祝）10:00-12:00

発表者が「まち」をテーマにそれぞれおすすめの本を紹介し、発
表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。
申込・問い合わせ｜https://ikomabiblio.jimdo.com
0743-75-5000（生駒市図書館）
主催｜生駒市図書館

ビブリオバトル in いこま テーマ「まち」

まち

住所｜奈良県生駒市辻町238
問い合わせ｜0743-75-5000
開館時間｜イベント時のみ

5月28日（日）14:30-16:00

まちライブラリー＠Cafe梛の森の本棚に、本を植える植本
祭。誰かに読んでもらいたいお勧めの本をお持ちください。
申込・問い合わせ｜librarynaginomori@gmail.com
主催｜まちライブラリー＠Café梛の森

第３回 植本祭

私のおすすめ本

住所｜橿原市西池尻町374-3　若林ビル１F
問い合わせ｜0744-28-0180
開館時間｜Cafe梛の森の営業時間内

5月13日（土）14:00-15:00

相撲甚句を聞きながら、九重部屋直伝のちゃんこ鍋を食べな
がら、相撲の話をしましょう。
申込・問い合わせ｜sakurato@peace.ocn.ne.jp 会場｜桜井本町たまり場
主催｜さくらいほんまちライブラリ－　協賛｜桜井市立図書館指定管理者（株）
図書館流通センタ－

相撲について熱く語りませんか

あなたの相撲に関する本

住所｜奈良県桜井市桜井933
問い合わせ｜0744-45-1322
開館時間｜平日10:00-19:00　土日祝休

5月21日（日）13:00-16:00

地域の方々に寄贈いただいた人生の凝縮された「本」を奈良県
立図書情報館に寄贈者からのメッセージと共に展示します。
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜奈良県立図書情報館ハックツ部 Nalib　共催：奈良県立図書情報館

僕の知らないジンセイノマチ
̶本でたどる 街の想い̶

奈良の高校生に届けたい「私の一冊」

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111／http://www.library.pref.nara.jp/content/info
開館時間｜9:00-20:00（見学可能）（対応が必要な場合は13:00-16:00）

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111／http://www.library.pref.nara.jp/content/info
開館時間｜9:00-20:00（見学可能）（対応が必要な場合は13:00-16:00）

4月25日（火）-5月6日（土）開館時間内

本好きな人が集まって、それぞれのオススメ本をＰＲする、ビ
ブリオバトル。テーマ等はウェブサイトでご確認ください。
申込・問い合わせ｜【申込み】http://www.library.pref.nara.jp/event/
【お問い合わせ】　下記
主催｜奈良県立図書情報館ビブリオバトル部　共催：奈良県立図書情報館

参加型知的書評合戦 ビブリオバトル＃78

住所｜奈良市大安寺西1-1000
問い合わせ｜0742-34-2111／http://www.library.pref.nara.jp/content/info
開館時間｜9:00-20:00（見学可能）（対応が必要な場合は13:00-16:00）

5月20日(土)13:30-15:30

午前10時～読書会『おくのほそ道』　午後1時～ビブリオバ
トルテーマ「言霊（ことだま）」と「黄昏（たそがれ）」を行います。
申込・問い合わせ｜kashihara.biblio@gmail.com
会場｜八木札の辻交流館
住所｜橿原市北八木町2丁目1番1号
開催｜橿原ビブリオバトル部

第12回いちにちまるごと札の辻！
ビブリオバトル＆読書会 
5月7日（日）10:00-17:00

杉の子文庫
住所｜橿原市西池尻町222-1 西池尻町会館
問い合わせ｜suginokobunkotoko@gmail.com
開館時間｜土10:00-11:00（臨時休みあり）

NPO法人ほがらか絵本畑理事長　三浦伸也さん（しんちゃ
ん）による、抱腹絶倒の絵本読みあそびライブです。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜杉の子文庫

しんちゃんのめっちゃ楽しい
読みあそびライブ！in 杉の子文庫2017
5月13日（土）10:00-11:00

奈良県立図書情報館

日本各地のクリエイターが、それぞれのオモイが詰まった町を
自分だけの目線で切り取り、冊子や映像にして展示します
申込・問い合わせ｜申込不要、問合せ下記
主催｜奈良県立図書情報館・NPOならそら
共催｜わたしのマチオモイ帖制作委員
協力｜クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町　　

my home town
わたしのマチオモイ帖2017 奈良展
5月9日(火)-5月30日(火)開館時間内

滋賀県

徳島県

EVENT SCHEDULE

和歌山県

EVENT SCHEDULE

EVENT SCHEDULE

今に昔を重ねるための絵はがきの数々を、彦根の元郵便局
「逓信舎」にて展示します。のぞきこめば、今とは違う彦根の景
色の中を歩いてみませんか。
申込・問い合わせ｜申込不要・問合せ下記
主催｜彦根・逓信舎

第２回「彦根の絵葉書展」

近江、白洲正子さんの本と私の思い出の詰まった一冊

住所｜彦根市河原2丁目3-4
問い合わせ｜090-3267-7712（杉原）／aluji@yahoo.com
開館時間｜イベント時のみ

5月13日（土）・14日（日）12:00-17:00

古本市と本の交換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。
申込・問い合わせ｜yorioka.ryuji@tokushima-u.ac.jp
会場｜着物カフェ「ふりく」　住所｜徳島市助任橋2丁目34-3大井ビル２階
主催｜ビブリオラボとくしま（代表：依岡隆児）

古本市と本の交換会

売りたい本、交換したい本をご持参ください。

住所｜徳島市南常三島町1-1　徳島大学総合科学部
問い合わせ｜yorioka.ryuji@tokushima-u.ac.jp
開館時間｜平日（要相談）

5月20日（土）15:00-18:00

和歌山のぶらくり丁商店街の中にある、「みんなの学校」とい
う施設の地下にあります石田通夫さんの個人蔵書がベース
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。
住所｜和歌山市米屋町2
問い合わせ｜073-460-2028
開館時間｜11:00-19:00　火
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