
広報えたじま　平成27年11月 広報えたじま　平成27年11月� ⑳

子育 て ひ ろば子育 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

11 月のミニ図書館
期日 時間・場所

4 日㈬
・

18 日㈬

午前 10 時～ 10 時 45 分
　津久茂児童館
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）

５日㈭
・

19 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

乳児 11月12日㈭ 江田島保健センター 平成27年５月・６月・７月生まれ11月19日㈭ 大柿保健センター

１歳６カ月児 11月10日㈫ 江田島保健センター 平成26年２月・３月･４月生まれ11月26日㈭ 大柿保健センター

３歳６カ月児 11月11日㈬ 江田島保健センター 平成24年２月・３月・４月生まれ11月24日㈫ 大柿保健センター

５歳児 11月13日㈮ 江田島保健センター 平成22年７月・８月・９月生まれ11月20日㈮ 大柿保健センター

日時　12月２日㈬
　　　午前10時～正午
会場　大柿保健センター
内容　
①妊娠中の栄養について（試食

があります）
②赤ちゃんとお母さんの歯につ

いて
参加費　無料
準備物　母子健康手帳、筆記用具
※妊娠や出産について、気にな
ることや心配なことに栄養士、
保健師が相談に応じます。
申込期限　11月27日㈮
　　　　　先着８組限定

日時　11月16日㈪
　　　午前10時～11時30分
会場　大柿保健センター
内容　絵本の紹介
参加費　無料
準備物　母子健康手帳、飲み物

（お茶・ミルクなど）、バスタ
オル、おもちゃ（必要な人）

※希望者には身体計測、健康相
談を行います。

すくすくくらぶ
日時　11月25日㈬
　　　午前10時～11時30分

　健医療課からのお知らせ保

☎（４０）３２４２

すくすくベビーくらぶ

すくすくくらぶ

会場　沖美ふれあいセンター
内容　小麦粉ねんどで遊ぼう
参加費　無料
準備物　飲み物（お茶・ミルクな

ど）・タオル
※希望者には身体計測、健康相

談を行います。

「トマト教室　４回シリーズ」
第３回　オリーブ収穫体験
日時　11月７日㈯午前10時～
場所　柿浦地区モデルオリーブ園
対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限無し）
準備物　作業ができる服装、帽

子、タオルなど
申込期限　11月２日㈪
※４回目は１月17日㈰KAGOME 
（カゴメ）トマトクッキングの予
定です。

「お米教室　３回シリーズ」
第３回　新米を使ってクッキン

グ～おにぎらずを作ろう！～
日時　12月６日㈰
　　　午前10時～午後１時
場所　大柿公民館２階研修室
対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限無し）
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、お茶、タオ

ルなど
申込期限　11月27日㈮

日時　11月27日㈮
　　　午前10時～午後１時
場所　能美保健センター
内容　噛む力を育てよう！カミ

カミ食事作り
対象者　２歳以上の幼児と保護者
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、お茶、タオ

ルなど
申込期限　11月20日㈮

日時　11月２日㈪・12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？身体計測後は、お楽しみ
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も
あるよ。

準備物　母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば①
日時　11月12日㈭
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「おいもクッキング」
　　にこ♡にこハウス農園で収

穫したサツマイモで、栄養士
さんといっしょに料理＆試食
しませんか？

　　どんなものができるかな？？
準備物　汚れてもよい服または

エプロン、お茶

にこ♡にこひろば②
日時　11月18日㈬
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「子育て座談会」
講師　田中良枝さん
　　日頃子育てで困っているこ

とや悩んでいること・・・
　 　子育て中のママが集まっ

て 、 先 生 と 一 緒 に お 話 し ま
しょう！！

　 　
にこ♡にこひろば③
日時　11月24日㈫
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「楽器あそび」
　 　身近なもので、簡単な楽器

を作りましょう。
　 　作った楽器を使ってみんな

で音楽会だよ！
　 　どんな音がするのかな？

にこ♡にこひろば

■みんなの広場
日時　11月7日㈯午前10時30分～
内 容　絵本の読み聞かせやえいごで

たのしくあそびましょう！
対象　幼児・児童

■第126回ふれあい広場
「フラダンスで健康づくり」
講師　湯浅みどりさん
日時　11月28日㈯　午後２時～３時
内 容　フラダンスで楽しく体を動か

して健康づくりをしましょう。フ
ラダンスやハワイに関する本も展
示し、貸し出します。

定員　10人(事前の申し込みが必要)
対象　一般　※参加費は無料です。

■おはなしむら
日時　11月14日㈯午後２時～
内容　絵本の読み聞かせと工作
　（どんぐりで遊ぼう）
■かみしばいごや
日時　11月22日㈰
　　　午前10時30分～11時
内容　かみしばいの上演

江田島図書館 定例行事案内

能美図書館 定例行事案内

大柿公民館図書室 定例行事案内

　市内の保育施設では園庭開放を実施しています。近くに遊び場や同年
齢の遊び相手がいない、また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。
※行事等で利用できない場合もありますので、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・日祝日なし)
内容　戸外あそび（雨天の場合は中止）

11月の休館(室)日
３館（室）共通の休館（室）日

毎週月曜日（定期休館・室）

　３日㈷（祝日休館・室）

　23日㈷（祝日休館・室）

　24日㈫（祝日振替休館・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
27日㈮（月末整理日）

保乳幼児健診・相談

子11月の園庭開放

マタニティスクール

食育体験事業

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

療課へご連絡ください。

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）

食育チャレンジ隊

にこ♡にこ身体計測

にこにこ身体計測続き

第１回目トマトを使ったおやつ
「トマトとチーズの蒸しパン」
作りの様子

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

　育て支援センターからの
　お知らせ

子

☎（４２）２８５２

　☆ 518 人が達成！
　「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
ざいました。これからも読書を
楽しんでください。


