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子育 て ひ ろば
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

別添の表のとおり入力してく

ださい

 江田島保育園  ☎(42)1629 28日㈭
夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）
（雨天の場合は、室内あそび）

 小用保育園 ☎(42)1626 毎週㈪～㈮
戸外あそび（雨天の場合は中止）
※水筒・着替え持参

 切串保育園 ☎(43)0213 26日㈫ 戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）

 宮ノ原保育園 ☎(42)1625 20日㈬
水あそび・戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）
※水筒・着替え・タオル持参

 鹿川保育園 ☎(45)2219 毎週㈪～㈮ 戸外あそび（雨天の場合は中止）

 中町保育園 ☎(45)2220 20日㈬ 夏のあそび（雨天の場合は中止）

 三高保育園 ☎(47)0110
７日㈭ 夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）

※着替え・水着・タオル持参（雨天の場合は中止）21日㈭

 大古保育園 ☎(57)2537 20日㈬
水あそび・戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）
※水筒・着替え持参

 柿浦保育園 ☎(57)2524 ６日㈬
夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）
※ 水筒・水着・着替え・タオル持参（雨天

の場合は、室内あそび）

飛渡瀬保育園 ☎(57)2326 13日㈬ 水あそび（雨天の場合は、室内あそび）

子園庭開放 ※時間は原則午前10時～11時

食育チャレンジ隊
日時　８月26日㈫午前10時～午後１時
場所　能美保健センター
内容　めん類で栄養バランスアップ食
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　８月19日㈫
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

日時　９月８日㈪午前10時～正午
場所　能美保健センター
内容　野菜ソムリエから教わる野菜を
　使ったおやつ
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　９月３日㈬
参加費　１人１００円
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

すくすくくらぶ
日時　８月27日㈬午前10時～11時30分
場所　切串公民館 
内容　ミニ健康相談
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。

お魚教室 
日時　９月７日㈰午前10時～午後１時
場所　大柿公民館 
内容　第２回「お魚クッキング」
対象者　子どもと保護者
　　　　（子どもの年齢制限なし）
申込締切　９月１日㈪
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、タオル、お茶など
※３回目は２月21日㈯かき打ち体験
　の予定です。

にこ♡にこひろば
日時　８月12日㈫午前10時30分～11時
　30分
場所　江南ふれあいセンター
内�容　今年も待ちに待った「夏まつ

り」を開催します。お面や金魚すく
い、ヨーヨつり、かき氷、わた菓子、
ポップコーンなどあります。みんな
で、楽しい時間を過ごしましょう。
日時　８月20日㈬午後２時～３時
場所　子育て支援センター
内容　「小麦粉粘土あそび」小麦粉を
　使って安心・安全な粘土を作り、柔
　らかな感触を楽しみましょう。
持参物　着替え、タオル

にこ♡にこひろば（続き）
日時　８月26日㈫午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内容　「絵の具であそぼう」赤・青・
　黄色…。いろいろな色の絵の具を筆
　や指でべたべた、ぐるぐる、してみ
　ましょう。ちびっこ芸術家（？）に
　なりますよ。
持参物　着替え、タオル

にこ♡にこ 身体計測
日時　８月１日㈮
　　　午前10時～身体計測
　　　午前11時～誕生会
場所　子育て支援センター
内容　どんなに大きくなったかな。計
　測後はお楽しみ会をします。８月生
　まれの子どもさんには、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。みんな来てね！
持参物　バスタオルかおくるみ・新し
　いオムツ・母子健康手帳

プレママ＆先輩ママ交流ひろば
日時　８月８日㈮午後２時～３時
内容　「マタニティ＆産後エクササイ
　ズ」妊婦さんやママだけでなく、パ
　パもぜひ参加してみてください。み
　んなで体を動かして、いい汗をかき
　ましょう。
講師　山本恵子さん（助産師）
持参物　お茶・タオル
※体操しやすい服装で参加してください。

ママの再就職支援相談
日時　８月 22 日㈮午前 10 時～正午
場所　子育て支援センター
内容　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。妊娠・
　出産・育児のため仕事を辞めたけど、
　「これからは仕事をしたい！」と思っ
　ている人は、是非お申し込みくださ
　い。※要予約
相談員　ハローワークくれ（公共職業
　安定所）職員

問子育て支援センター☎（４２）２８５２
　市内 10 ヵ所の保育園で臨時保育士・
保育補助員として、働いていただける
方の登録を受け付けています。
　登録いただいた方の中から登録申請
書の条件に合う方を選考し、任用しま
す。登録されても、必ず任用されると
は限りませんので、ご了承ください。
　また、登録名簿は、申し込みのあっ
た翌年度末（３月 31 日）で抹消します。
引き続き登録を希望する方は、再度登
録申請書を提出する必要があります。
登録用紙は子育て支援センター、市役
所本庁および各支所にあります。

　子育て支援センターで行う教室やイ
ベント案内、子育てサークルの情報
を、メールで配信しています。利用す
るときは、134999 ＠ anytown.jp に
空メールを送信し
てください。右の
ＱＲコードからも
アドレスが読み取
れます。

　保育園に通っていない乳幼児やその
お父さん・お母さんなどがセンターに
集まって、子ども同士で遊んだり、親
同士でお話ししたりしています。また、
子育てに関する相談や子育て支援教室
も行っています。詳しくは、子育て支
援センター☎（４２）２８５２へお問
い合わせください。
主な設備　プレイルーム、絵本、砂

場、プール（夏期のみ）、計測コーナ
ー、離乳食などの食事コーナーなど

※上記設備は、午前10時～午後４時の
間オープンスペースとして無料開
放。（休日除く月曜～金曜）

江田島図書館
■子どもの広場
日時　８月２日㈯午前10時30分～
内容　絵本の読み聞かせと工作（ペッ
　トボトルでおもちゃを作ろう！）

能美図書館
■第１１３回ふれあい広場
日時　８月24日㈰午前10時～
内容　夏のドキドキ図書館
　　　～クイズとゲームの暗やみ探検～

■児童文学誌「小鳥」(第10号)
　掲載作品を募集！
ご応募をお待ちしています。
▶児童作品
　○生活作文（小学校3年生まで）、
　　おきかえ詩、童話、詩、俳句など
　○表紙絵（背景をつけた「小鳥」の
　　絵にかぎる）
▶一般作品
　童話、童謡（歌詞と曲）、おきかえ
　詩など
原稿　４００字詰原稿用紙10枚以内
表紙絵　Ａ４サイズ
提出先　能美図書館
提出期限　９月30日㈫

８月のミニ図書館

保健医療課からのお知らせ
☎（４０）３２４７

子育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

イベントや育児教室などを
メールでお知らせします

ご利用ください
子育て支援センター

８月の休館(室)日

江田島図書館☎（４２）１４１７
毎週月曜（定期休館）
28日㈭（月末整理日）

能美図書館☎（４５）００７５
毎週月曜（定期休館）
27日㈬（月末整理日）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
毎週月曜（定期休室）
29日㈮（月末整理日）

むし歯０
ゼロ

の子と保護者を表彰
　６月５日㈭、大柿保健センターで、
平成26年度はつらつ家族表彰の審査会
が行われ、次の方が受賞されました。
これは、昨年度の３歳６ヵ月児健診で
むし歯のない子とその保護者を対象と
して表彰するものです。これからも、
きちんと歯磨きをして歯を大切にして
いきましょう。
最優秀賞　泉川芽沙
優秀賞　　上田琴乃
　　　　　亀園　空
　　　　　久保風果 
　　　　　下野碧星　
　　　　　辻本來希
　　　　　西浦椎南
　　　　　橋本果歩
　　　　　三浦千穂

臨時保育士・保育補助員
登録者を募集しています

種類 必要資格 勤務内容 時間給
臨時
保育士 保育士 保育業務

全般 ９６０円

臨時保育
補助員

幼稚園
教諭 保育補助

業務
８６０円

資格なし ７８０円

期日 時間・場所

６日㈬
・

20 日㈬

午前 10 時～午前 10 時 45 分
　 江田島コミュニティセ

ンター
午前 11 時～正午
　切串公民館
午後１時 15 分～ 45 分
　 大君自治会館（旧大君

小学校）

７日㈭
・

21 日㈭

午前 11 時～正午
　三高会館
午後２時～３時
　市民サービスセンター

大柿公民館図書室
■かみしばいごや
日時　８月 24 日㈰午前 10 時 30 分～
内容　かみしばいの上演

■大柿公民館図書室キャラクターを募集
詳しくは、江田島図書館へ
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？
大柿公民館図書室の
キャラクター募集中！食育体験事業「お魚教室」を開催

　７月11日㈮開催の「第１回お魚教
室」に、15組の親子が参加しました。
さとうみ科学館で魚やヒトデに触れた
後、西原館長の指導のもと、柿浦港付
近でカサゴの稚魚を放流しました。皆
さん初めての体験でしたが、「子ども
と一緒に良い経験ができました。楽し
かったです」と話してくれました。

▲「魚が大きく育ちますように…」と
　願いを込めて放流しました。


