
広報えたじま　平成28年10月⑱

10月の園庭開放 子

　市内の保育施設では、園庭開放を実施しています。
　保育園のお友達と元気よくからだを動かして遊びませんか？育児の悩
みを抱えている方もご利用ください！
　なお、行事等で利用できない場合がありますので、ご利用の際は、直
接、各園にお問い合わせください。
日程　毎週㈪～㈮　午前10時～11時（土・日祝日無し）
内容　戸外あそび（雨天の場合は中止）

江田島保育園 ☎(42)1629 柿浦保育園 ☎(57)2524

切串保育園 ☎(43)0213 飛渡瀬保育園 ☎(57)2326

宮ノ原保育園 ☎(42)1625 認定こども園こよう ☎(42)1626

中町保育園 ☎(45)2220 認定こども園のうみ ☎(45)2219

三高保育園 ☎(47)0110 認定こども園おおがき ☎(57)2537

開館時間
　午前９時30分～午後７時
※ 大柿公民館図書室は日曜のみ
　午後５時まで

図書館
　だより

10月の各館（室）定例行事案内

10 月のミニ図書館
期日 時間・場所

5 日 ・
19 日㈬

午前 10 時～ 11 時
　津久茂児童館
午前 11 時 15 分～正午
　切串公民館
午前 11 時～正午
　三高会館
午後2時15分～3時
　市民サービスセンター

10月の休館(室)日
３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館・室）
10日㈷（祝日休館・室）

江田島図書館☎（４２）１４１７
　26日㈬（月末整理日）
能美図書館　☎（４５）００７５
　25日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
　28日㈮（月末整理日）

■特別企画
広島・地域から『体験の風をおこそう』運動推進事業
江田島図書館25周年記念「図書館国
際交流イベント」
～ハロウィンパーティー～
日 時　10月22日㈯午後１時30分～
場所　鷲部公民館
対象者　小学生（家族の参加も歓迎）
定 員　先着順小学生30人（申込方法：

チラシ裏面の申込書を提出・FAX・
電話）

参 加費　小学生以上200円・未満無料
内容
・海外でのハロウィンの様子を聞く
・ ハロウィンの絵本読み聞かせ（英語と日本語）
・ ハロウィンの料理（お菓子）作り
・ カボチャのお化け「ジャック・オ・

ランタン」作り
・ハロウィンパーティ

江田島図書館

能美図書館

■第11回図書館フェスタ
テーマ「読書の秋！」
日時　10月２日㈰
　　　午前９時30分～午後７時
内 容　年に一度の能美図書館のお祭

りです。おはなし会やクラフト教
室、本のリサイクル市やクイズ、
ポップコーンの無料サービスがあ
ります。

■特別行事
「ハロウィンどくしょビンゴ」
日時　10月30日㈰午前９時30分～
場所　能美図書館
内 容　読書の秋の一日、本を借りて

ビンゴに挑戦しよう！
　 　ビンゴを達成した方には、すて

きなプレゼントがあります。

大柿公民館図書室

■おはなしむら
日時　10月８日㈯午後２時～
内 容　絵本の読み聞かせと工作
（ハロウィンの仮装のお面を作ろ
う）

■かみしばいごや
日時　10月23日㈰
　　　午前10時30分～ 11時
内容　かみしばいの上演
　「ワンタのおさんぽ」ほか

ズ」で体を動かし、すっきりし
てみませんか？リフレッシュに
なりますよ！！動きやすい服装
でお越しくださいね。

準備物　お茶、タオル

にこ♡にこひろば③
日時　10月18日㈫
　　　午前10時30分～ 11時

「ハロウィン」
内容　もうすぐハロウィンです

ね。トリックオアトリート！！
今年はみんなでカボチャのおば
けになって、パパやママを驚か
せちゃおう！

※材料がなくなったら、終わりに
なります。

広報えたじま　平成28年10月⑲

子育 て ひ ろば

日時　11月６日㈰午前10時～正午
場所　大柿保健センター
内容　赤ちゃんのお風呂の入れ
方、パパの妊婦体験

対象者　これからママ、パパにな
る人

準備物　母子健康手帳、筆記用具
申込期限　11月２日㈬

日時　10月17日㈪
　　　午前10時～ 11時30分
場所　鷲部公民館
内容　感染症予防（手洗い指導）
参加料　無料
準備物　母子健康手帳、飲み物（お
茶・ミルクなど）
※希望者には身体計測、健康相談
を行います。

日時　10月27日㈭
　　　午前10時～ 11時30分
場所　能美保健センター
内 容　歯科衛生士による歯みがき
教室

参加費　無料
準 備物　母子健康手帳、飲み物（お
茶・ミルクなど）、ハンドタオ
ル（口を拭くため）
※当日は染め出し剤による歯みが
きチェックを予定しています。
汚れてもよい服装でお越しくだ
さい。

日時　10月19日㈬
　　　午前10時～午後１時
場所　能美保健センター

　康推進課からのお知らせ健
☎（４０）３２４２

ママ♡パパスクール

すくすくベビーくらぶ

すくすくくらぶ

食育チャレンジ隊

内容　ひろしま給食100万食プロ
ジェクトレシピ「タコタコライ
ス」を作ってみよう！

対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込期限　10月12日㈬
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、お茶、タオル
など

「お魚教室　４回シリーズ」
第２回　お魚クッキング！
日時　10月23日㈰
　　　午前10時～午後１時
場所　鷲部公民館
対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限なし）
申込期限　10月17日㈪
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、三角巾、お茶、
タオル
※３回目はかき打ち体験の予定です。

「トマト＆オリーブ教室　４回シ
リーズ」

第３回　オリーブ収穫体験！
日時　10月29日㈯
　　　午前10時～ 11時30分
場所　柿浦地区モデルオリーブ園
　（柿浦小学校隣）

対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限なし）
申込期限　10月26日㈬
準備物　お茶、帽子、タオル。作業
ができる服装でお越しください。
※４回目はトマト＆オリーブクッ
キングの予定です。

食育体験事業

日時　10月３日㈪・11月１日㈫
　　　午前10時～身体測定
　　　午前11時～誕生会
内容　どんなに大きくなったか
な？身体計測後、誕生会をします。
誕生月の子どもさんには、インタ
ビューと写真入りカードのプレゼ
ントがあります。

準備物　母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば①
日時　10月６日㈭
　　　午前10時30分～11時

「ペタペタしてきのこを作ろう」
内容　指を使って、スタンプ。ペ
タペタ模様を描きます。どんな
きのこさんができるかな？

準備物　スタンプのインクが付
きますので、おしぼりまたは
ウェットティッシュをご用意く
ださい。
にこ♡にこひろば②
日時　10月13日㈭
　　　午前10時30分～11時

「親子エクササイズ」
講師　山本恵子さん
内容　いつも子育てを頑張ってい
るお母さんたち。「エクササイ

　育て支援センターからの
　お知らせ
子

☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測
　　　　　　　とお誕生会

にこ♡にこひろば

健乳幼児健診・相談
種別 実施日 場所 対象児
乳児 11月８日㈫

大柿保健
センター

平成28年５月・６月・７月生
まれ11月24日㈭

１歳６カ月 11月10日㈭ 平成27年２月・３月・４月生
まれ11月21日㈪

３歳６カ月 11月９日㈬ 平成25年２月・３月・４月生
まれ11月22日㈫

５歳児 11月11日㈮ 平成23年７月・８月・９月生
まれ11月25日㈮

受付時間　午後１時～２時
※対象児には個別に通知します。１
週間前までに通知が届かない場合は、
健康推進課へご連絡ください。
※今年度は、江田島支所の改修工事
に伴い、江田島保健センターが利用
できないため、会場は全て大柿保健
センターとなります。お間違いのな
いよう、気をつけてください。

▶�第２回「トマトクッキング」の
写真。トマト餃子を作りました。
　おいしかったです !!


