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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

■第149回ふれあい広場
｢Winter コンサート｣
日時　12月2日㈯
　　　午前11時～正午
場所　能美図書館１階閲覧室
内 容　N.L.S.（のうみライブラリー

シンフォニー）の皆さんによるラ
イアー演奏のミニコンサート。ど
なたでも参加できますので、お誘
い合わせてご来場ください。

■年賀状募集
募集期間　12月１日㈮～１月７日㈰
　年賀状を能美図書館宛てに送って

（ご持参）ください。年明けに館内に
展示します。
　１月14日㈰に、はがきの当選番号
を発表します。当選者には、プレゼ
ントがあります。

能美図書館

■おはなしむら＆クリスマス
ミニコンサート
日時　12月９日㈯午後２時～
内 容　絵本の読み聞かせとピッコロ

ズによるリコーダーミニコンサート
■かみしばいごや
日時　12月24日㈰
　　　午前10時30分～ 11時
内 容　かみしばいの上演「クリスマ

ス」ほか

大柿公民館図書室

12 月のミニ図書館
期日 時間・場所

20 日㈬ 午前 10 時～ 11 時
　津久茂児童館

6 日㈬・
20 日㈬

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

12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））
23日㈷（祝日休館（室））
28日㈭～１月４日㈭（年末年始休館
（室））
江田島図書館☎（４２）１４１７
能美図書館☎（４５）００７５
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

ひとり親家庭への支援制度 子

　ひとり親家庭の自立を支援するための給付金、
貸付制度があります。
※いずれも受験前に相談・面談が必要です。

●高等職業訓練促進給付金
　就職に有利な資格を取得するための養成訓練受
講期間中に訓練促進給付金、受講終了後に修了支
援給付金を支給。
対象者
① 児童扶養手当の支給を受けているか、または同

等の所得水準にあること
② 養成機関において１年以上のカリキュラムを修業

し、対象資格の取得が見込まれる者であること
対象資格
　 看護師（准看護師含む）・介護福祉士・保育士・

理学療法士・作業療法士・調理師・製菓衛生師

など
支給額・期間　　
・訓練促進給付金　修業期間１年以上（上限４年）
※養成機関が３年以上の場合は全期間
　非課税世帯　月額10万円、課税世帯　月額７万５００円
・修了支援給付金　修了日以降30日以内に申請
　非課税世帯　月額５万円、課税世帯　月額２万５, ０００円
※平成30年度から制度が拡充される予定です。

●高等職業訓練促進資金貸付金
　高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成
機関に入学または当該資格が必要な業務に就職した
時の貸付制度。一定の条件により、返還免除もあり
ます。
貸付種類・上限額
入学準備金　上限50万円、就職準備金　上限20万円

■鷲部コミュニティ祭りin江田島図書館
「雑誌の付録プレゼント！」
日時　12月３日㈰午前９時30分～
場 所　江田島図書館１階カウンター
内 容　当日、本を借りたらくじ引き

ができます（チャンスは１人１
回）。午後からは、手品＆ミニコン
サートやクリスマスツリー作りを
開催します。

※付録が無くなり次第終了。

■本の展示
　展示コーナーには、毎月、テーマ
を決めて本を展示しています。12月
の「こどもの展示コーナー」はクリ
スマスにちなんだ本を展示します。

江田島図書館

12月の各館（室）定例行事案内

12月の園庭開放 子

　市内の保育施設では、園庭を開放しています。
近くに同年齢の遊び相手がいない、子育てに悩み
を抱えている方など、お気軽にご利用ください。
※ 行事などで利用できない場合があります。ご利

用の際は、直接、各園にご確認ください。
日 程　毎週㈪～㈮午前10時～ 11時（土・日祝日なし)
内容　戸外あそび（雨天の場合は中止）

ママの再就職支援相談 子

　子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談
を実施します（予約が必要）。
日時　12月15日㈮午前10時～正午
場所　子育て支援センター（江田島町江南）
内容　①求人情報の提供
　　　②働くことに必要な情報の提供
　　　③早期就職に向けた計画的なサポート
相談員　ハローワークくれ（公共職業安定所）職員

■ ｢ぬいぐるみのおとまり会｣
日時　12月16日㈯～ 17日㈰
場所　能美図書館１階閲覧室
対 象　小学生以下の子どもとぬいぐるみ
申込定員　20人※事前の申込が必要。
内 容　16日㈯午前10時～午後６時に、

お気に入りのぬいぐるみを預けてく
ださい。ぬいぐるみたちは、図書館
で楽しい夜を過ごします。
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子育 て ひ ろば
プレゼントがありますよ！！

準備物　母子健康手帳、フェイス
タオル、オムツ

にこ♡にこひろば①
日時　12月７日㈭
　　　午前10時30分～ 11時
内容　「クリスマス飾り」
　今年はクリスマスカラーのお花
のリースを作ります。ま～るい土
台に飾り付けをしましょう。どん
なリースができるかな？

にこ♡にこひろば②
日時　12月13日㈬
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「親子エクササイズ」
　いつも子育てを頑張っているお
母さんたち。「エクササイズ」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！動きやすい服装で参加してく
ださいね。
持ち物　お茶、タオル

にこ♡にこひろば③
日時　12月19日㈫
　　　午前10時30分～ 11時
内容　「お正月飾り」
　来年は、いぬ年ですね。新しい
年を迎えるために、縁起の良い「松
竹梅」を使って素敵な羽子板のお
正月飾りを作りましょう！

日時　12月５日㈫
　　　午前10時～ 11時30分
会場　大柿保健センター
内容　おひさまリズムあそび
講 師　中川雅史さん（呉本庄つく

し園）
参加費　無料
準 備物　飲み物（お茶・ミルクな

ど）、動きやすい服装
※身体計測はありません。

日時　12月６日㈬　
　　　午前10時～ 11時30分
会場　江田島保健センター
内容　離乳食教室
参加費　無料
準 備物　母子健康手帳、飲み物（お

茶・ミルクなど）
※ 希望者には身体計測、健康相談

を行います。

「冬野菜を使ってクリスマス料理
を作ってみよう！」
日時　12月13日㈬
　　　午前10時～午後１時
場所　能美保健センター
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　12月６日㈬
参加費　1人２００円
準 備物　エプロン、お茶、タオル

など

すくすくベビー・すくすくくらぶ

　健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

保

食育チャレンジ隊

「冬野菜を使っておやつ作り！」
日時　１月15日㈪
　　　午前10時～正午
場所　能美保健センター
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　１月９日㈫
参加費　1人１００円
準 備物　エプロン、お茶、タオル

など

「お米教室」第３回
新米クッキング＆餅丸め体験
日時　12月16日㈯
　　　午前10時～午後１時
集合場所　大柿公民館
対 象　子どもと保護者（子どもの

年齢制限なし）
申込締切　12月６日㈬
参加費　１人２００円
準 備物　エプロン、三角巾、お茶、

タオルなど
定員　15組

日時　12月１日㈮・１月５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。誕生月のお子さんには、イ
ンタビューと写真入りカードの

　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

食育体験事業

新年度入園申し込みが始まります 子

　保育園、認定こども園の新年度（平成30年４月）
入園の受け付けが始まります。
　平成30年度から、市内全ての保育施設で、生後
６カ月からの受け入れ、延長保育、一時保育を実
施する予定です。
　事前に「平成30年度版保育園・認定こども園
の入園のしおり」を受け取り、内容を確認のうえ、
受付期間内に申し込んでください。

受付期間　12月１日㈮～ 15日㈮
提出書類　入園のしおりに添付しています。
※ 入園のしおりは、各保育施設、市役所本庁、支所、

市民サービスセンターで配布しています。
受付場所　各保育施設、子育て支援センター
※申請書類が整っていない場合は、受付できません。
※ 会社で証明する就労証明書などは、早めに準備

してください。

ご確認ください
▶ 既に入園しており、新年度以降も継続して利用す

る場合も改めて申込みをしてください。
▶ 受付期間内に申し込みされない場合、希望する保

育施設に入園できない場合があります。
▶ 保護者と入園児童の「マイナンバー」が必要にな

ります。
※ 個人番号カードまたは通知カードと本人確認の書

類を提示してください。
保育施設の再編整備について
▶ 平成30年度から江田島保育園、認定こども園こよ

う、宮ノ原保育園、飛渡瀬保育園は、「（仮称）認
定こども園えたじま」（新園舎）に統合します。

▶ 平成32年度から中町保育園と認定こども園のうみ
を統合し、移転新設する予定です。


