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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

すくすくくらぶ
日時　10月９日㈭午前10時～11時30分
場所　大柿保健センター�
内容　「避難訓練」もしもの時に備
え、訓練をしましょう。レスキュー
車が来るかもしれないよ！

参加費　無料
※動きやすい服装で参加。

食育チャレンジ隊 
日時　10月24日㈮午前10時～午後１時
場所　能美保健センター�
内容　幼児のための朝ごはんづくり
対象者　２歳以上の幼児と保護者
参加費　１人２００円
申込締切　10月20日㈪
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

食育講演会・食育キャンペーン
　広島県は10月19日㈰を「ひろしま食
育の日」と定め、食育を推進していま
す。本市では、10月５日㈰午後１時15
分から農村環境改善センターで食育講
演会、10月13日㈷午前10時からゆめ
タウン江田島で食育キャンペーンを行
います。
ご家庭で食育を実践しましょう
▶食事は１日３回、主食、主菜、副菜
　をそろえてバランスよく食べよう。

▶家族そろって、楽しく食事をしよう。
　食事のマナーや家庭、ふるさとの味
　を子どもたちに伝えよう。
▶�安全で新鮮な地元農水産物や旬の食
材を食べよう。
▶�農漁業体験や料理教室など、食に関
わる体験に参加しよう。

にこ♡にこ 身体計測
日時　10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。10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

リフレッシュ教室
日時　10月９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　「おやこ体操」いつも子育てを
　頑張っているお母さんたち、体を動
　かし、すっきりしてみませんか。
講師　牟禮典枝さん
持参物　お茶、タオル、室内シューズ
※�ジーンズなどでなく、体操しやすい
服装で参加。

にこ♡にこひろば
日時　10月16日㈭午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内容　「ハロウィンを楽しもう」ハロ
　ウィンパーティーにぴったりのキャ
　ンディー入れを作ります。衣装を着
　て、みんなでハロウィンを楽しみま
　しょう。

にこ♡にこひろば（続き）
日時　10月22日㈬午後２時～３時
場所　子育て支援センター
内 容　「ベビーハロウィン」赤ちゃん
が大好きなつるし飾りのハロウィン
バージョンを作ります。見たり触っ�
たりして、赤ちゃんと一緒にハロウィ�
ンを楽しみましょう。

日時　10月28日㈫午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内 容　「いも掘り」すくすく農園のお
いもは大きくなったかな？みんなで�
おいもを掘って、収穫を楽しみましょ
う。

持参物　着替え、タオル、軍手、お茶
※汚れても良い服装で参加。

海辺の生き物を観察しよう
日時　10 月７日㈫午前 10 時 30 分～
　11 時 30 分
場所　子育て支援センター
内 容　「タッチングプール」海辺の生
き物たちがやって来ます。海辺の生
き物に実際に触れたり、観察できる
機会です。是非、お越しください。

持参物　タオル、お茶　　

ママの再就職支援相談
日時　10月17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、是非申し込みく
　ださい。※予約が必要です。
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

福祉資金の貸付
　ひとり親家庭および寡婦の生活の安
定とその児童の福祉を図るために、広
島県の各種資金（修学・生活・転宅資
金など）の貸付の申請を受け付けま
す。申請には、60歳未満の保証人が必
要となるなど、条件があります。

資格取得のための給付金制度
　ひとり親家庭の母または父が、就職
に有利な資格を取得する際に、給付金
が支給される制度です。
※受験前の相談・面接が必要。
支給対象者
⑴本市に住所を有するひとり親家庭の
　母または父
⑵児童扶養手当受給者または同等の所
　得水準の者
⑶資格を取得するため、養成機関にお
　いて２年以上のカリキュラムを修業
　し、資格取得が見込まれる者
⑷過去にこの給付金を受けていない者
対象資格
⑴看護師（準看護師を含む）
⑵介護福祉士　⑶保育士
⑷理学療法士　⑸作業療法士
⑹その他市長が認める資格
支給額・期間
▶訓練促進給付金
　修業期間全期間のうち２年以内。
　非課税世帯　月額１００，０００円
　課税世帯　　月額７０，５００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　５０，０００円
　課税世帯　　２５，０００円

　子育て支援センターで行われる教室
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。

江田島図書館
■みんなの広場
日時　10月４日㈯午前10時～
内容　エコクラフトのかご作り
講師　江口陽子さん
定員　20人※定員になり次第締め切り
材料費　６００円（当日徴収）
申込期限　10月２日㈭

能美図書館
■第９回図書館フェスタ
日時　10月５日㈰午前９時30分～
内 容　年に１度の能美図書館のお祭り
です。読み聞かせ、折り紙さかなつ
りや本のリサイクル市などを行いま
す。スペシャルクイズやポップコー
ンの無料サービスもあります。

大柿公民館図書室
■おはなしむら
日時　10 月 11 日㈯午後２時～
内 容　絵本の読み聞かせと工作（牛乳
パックでハロウィンのお菓子入れ作り）

10 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

10月の休館(室)日

江田島図書館☎（４２）１４１７
毎週月曜（定期休館）
14日㈫（休日振替）
30日㈭（月末整理日）

能美図書館☎（４５）００７５
毎週月曜（定期休館）
14日㈫（休日振替）
29日㈬（月末整理日）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
毎週月曜（定期休室）
14日㈫（振替休室）
31日㈮（月末整理日）

期日 時間・場所

１日㈬
・

15 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～１時 45 分
　大君自治会館（旧大君
　小学校）

２日㈭
・

16 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

本のリサイクル市を開催
▶能美図書館　10月５日㈰
▶江田島図書館　11月１日㈯～16日㈰
▶大柿公民館図書室　平成27年３月開
　催予定の公民館まつり　

ひとり親家庭のための各種制度

 江田島保育園  ☎(42)1629 中町保育園 ☎(45)2220

 小用保育園 ☎(42)1626 三高保育園 ☎(47)0110

 切串保育園 ☎(43)0213 大古保育園 ☎(57)2537

 宮ノ原保育園 ☎(42)1625 柿浦保育園 ☎(57)2524

 鹿川保育園 ☎(45)2219 飛渡瀬保育園 ☎(57)2326

子10月の園庭開放

　近くに遊び場や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、親子で子どもたちと触れ合いながら、のびのびと過ごしてみませんか。お気
軽にご利用ください。
　なお、園の行事などで利用できない場合もありますので、事前にお問い合わせ
ください。
日程　毎週㈪～㈮　午前10時～11時（土・日・祝日なし）
内容　戸外あそび（雨天の場合は中止）

不要になった本、眠っていませんか？
　リサイクルできる本があれば、是非
図書館にご寄贈ください。寄贈された
本は、図書館資料として登録して書架
に並べます。ただし、同じ本が図書館
にあるなどの理由で登録しない本は、
リサイクル市などで希望者に差し上げ
ます。（雑誌・百科事典・損傷の激し
い本などはご遠慮ください。）

◀前回の教
　室の様子

◀前回の教室

　の様子

◀前回の観

　察の様子


