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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　11月28日㈮午前10時～11時30分
場所　沖美ふれあいセンター�
内容　ミニ健康教育＆相談会
参加費　無料
持参物　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）
※子どもの成長や発達、子育てで気に
なることや心配なことに保健師が相
談に応じます。
※希望者には身体計測、育児相談を行
います。

食育チャレンジ隊 
日時　11月26日㈬午前10時～午後１時
場所　能美保健センター�
内容　スピード簡単バランス食作り
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　11月19日㈬
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

日時　12月９日㈫午前10時～正午
場所　能美保健センター�
内容　クリスマスに作れるおやつ作り
対象者　２歳以上の幼児と保護者
参加費　１人１００円
申込締切　12月２日㈫
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

トマト教室
日時　11月16日㈰午前10時～午後１時
場所　鷲部公民館
内容　トマトで親子クッキング（第
３回目）※１、２回目に参加できな
かった人も申し込みはできます。

対象者　子ども（年齢制限なし）と保
護者

申込締切　11月10日㈪
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、タオル、お茶など

にこ♡にこ 身体計測
日時　11月４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。11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　11月７日㈮午後２時～３時
場所　子育て支援センター
内 容　「子育て座談会～子育てのあれ
…これ…～」プレママと子育て中の
ママたちが集まり、日頃の子育てで
困っていることや悩みなどについ
て、気軽にお話しできるひろばです。

リフレッシュ教室
日時　11月17日㈪午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内容　「キッズダンス」ダンスの好き
　�な子どもさんはもちろん、ちょっと
苦手な子どもさんもこの機会に一緒
にダンスをしてみませんか。もちろ
ん、保護者の方も一緒に参加し、親
子でダンスを楽しみましょう。

講師　岡山枝里さん
持参物　タオル・お茶
※動きやすい服装で参加。

にこ♡にこひろば
日時　11月13日㈭午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内容　「さつまいもおやつと栄養につ
　�いて」栄養士さんから栄養について
のお話があります。当日は、すくす
く農園で収穫したさつまいもで作っ
たおやつの紹介と試食もあります。

講 師　山根栄養士・蔭地栄養士（江田
島市地域活動栄養士会）

持参物　お茶・手や口を拭くおしぼり

日時　11月19日㈬午後２時～３時
場所　子育て支援センター
内容　「手作り楽器で遊ぼう」赤ちゃ
　んは、音がでるおもちゃが大好き。
　身近にあるものを利用して、オリジ
　ナルの楽器を作り、一緒に親子で遊
　びましょう。

日時　11月25日㈫午前10時30分～11時
　30分
場所　子育て支援センター
内容　「クリスマス飾りを作ろう」ク
　リスマス飾りを作り、飾り付けをし
　ます。

江田島図書館
■古本リサイクル市
期間　11月１日㈯～16日㈰
場所　図書館玄関ロビー

能美図書館
■第１１５回ふれあい広場
日時　11月19日㈬午前10時～11時30分
内容　カラーと心理～カラーセラピー・
　色彩心理テスト～
講師　Ｍａｙ　Ｔｅｌｌさん
定員　20人
参加費　無料（事前申し込みが必要）

大柿公民館図書室
■おはなしむら
日時　11月８日㈯午後２時～
内容　絵本の読み聞かせと工作（フェ
　ルトでゆびわ作り）

11 月のミニ図書館

乳児
６日㈭ 江田島保健センター

平成26年５月・６月・７月生
18日㈫ 大柿保健センター

１歳６カ月児
４日㈫ 江田島保健センター

平成25年２月・３月・４月生
20日㈭ 大柿保健センター

３歳６カ月児
５日㈬ 江田島保健センター

平成23年２月・３月・４月生
19日㈬ 大柿保健センター

５歳児
７日㈮ 江田島保健センター

平成21年７月・８月・９月生
1４日㈮ 大柿保健センター

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、保健医療課までご連絡ください。
※各会場の対象地域は次のとおりです。
　江田島保健センター…江田島町全域、大柿町（飛渡瀬）
　大柿保健センター…能美町全域・沖美町全域、大柿町（飛渡瀬以外）

保乳幼児健診・相談

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

11月の休館(室)日

江田島図書館☎（４２）１４１７

毎週月曜（定期休館）

４日㈫（休日振替）

23日㈷（祝日休館）

27日㈭（月末整理日）

能美図書館☎（４５）００７５

毎週月曜（定期休館）

４日㈫（休日振替）

23日㈷（祝日休館）

26日㈬（月末整理日）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

毎週月曜（定期休室）

４日㈫（休日振替）

23日㈷（祝日休室）

28日㈮（月末整理日）

期日 時間・場所

５日㈬
・

19 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）

６日㈭
・

20 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

　７月10日㈭～８月20日㈬に大柿公民
館図書室のマスコットキャラクターを
募集したところ、全国各地から77点の
個性豊かな作品の応募がありました。
　審査の結果、高見澤アカネさん（さ
いたま市）の作品「かきぽん」が最優
秀賞となり、マスコットキャラクター
として採用しました。ご協力ありがと
うございました。これからも、さらに
地域に愛される図書室をめざしていき
ます。
　

　　　　　　　　　マスコット
　　　　　　　　　キャラクター

　　　　　　　　『 かきぽん』
大きな柿と前髪が「大」の字になって
大柿公民館図書室から生まれた妖精を
表現した、本が大好きなかわいいキャ
ラクターです。

　「本でめぐる�江田島しましまスタ
ンプラリー」にたくさんの参加をいた
だき、ありがとうございます。
　「チャレンジ1」（７月10日㈭～９
月19日㈮）は、延べ４６２人が30冊を
達成されました。
　そして「チャレンジ２　おすすめ本
の紹介ポップ・感想画」にも１６４人
から応募がありました。皆様からいた
だいたポップを各図書館（室）へ展示
しています。個性豊かな絵や文で紹介
されていますので、是非ご覧くださ
い。

大柿公民館図書室
マスコットキャラクター決定

４６２人が達成！
江田島しましまスタンプラリー

問子育て支援センター
　　　　　　　　☎（４２）２８５２
平成 26 年度児童虐待防止推進月間標語

「ためらわず　知らせてつなぐ　命の輪」
　子どもへの虐待は、子どもの心と体
の成長、人格の形成に深刻な影響を与
える重大な権利侵害です。保護者に
とっては「しつけ」のつもりでも、子
どもから生きる力を奪ったり、心身に
深い傷を負わせるような行為であれ
ば、それはすべて「虐待」になります。

「虐待」になる行為
身体的虐待　なぐる、ける、つねると
　いった暴行、やけどを負わせる、激
　しく揺さぶる、戸外に締め出すなど
ネグレクト（育児放棄）　食事を与え
　ない、身なりが不潔、病院に連れて
　行かない、学校に行かせないなど
心理的虐待　言葉による脅迫、無視、
　拒否的な態度を続ける、兄弟間で極
　端な差別的扱いをする、子どもの前
　での家庭内暴力（DV）など
性的虐待　子どもに対する性的いたず
　ら、性的行為の強要、示唆、性器や
　性交を見せる、ポルノの被写体など
　を子どもに強要するなど

「虐待（の疑い）」に気付いたら
　助けを求めている子どもたちがいま
す。虐待（の疑い）に気づいたら、す
ぐに子育て支援センター、または広島
県西部こども家庭センター（☎ 082-
254-0381）に連絡してください。
※連絡された方の秘密は、守られます。
子育てには、悩みがつきものです。一
人で抱え込んでも、不安や悩みは解決
しません。そんな時には、お気軽に子
育て支援センターなどに相談してくだ
さい。

11 月の園庭開放
　市内 10園の保育園で実施していま
す。園庭で秋風を感じながら、元気よ
く体を動かして遊んでみませんか。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　戸外遊び（雨天の場合は中止）

11月は児童虐待防止推進月間

▲皆さまからいただいたポップ


