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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

３月のミニ図書館
期日 時間・場所

2 日㈬
･

16 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）

３日㈭
・

17 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

３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）

20日㈷（祝日休館・室）

江田島図書館☎（４２）１４１７

能美図書館☎（４５）００７５

９日㈬～11日㈮（蔵書点検休館）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

17日㈭、18日㈮（蔵書点検休室）

■ミニ図書館開催日及び時間・場所を変更します
　ミニ図書館をご利用ありがとうございます。
　図書館 (室 ) で実施していますミニ図書館の開催日及び時間・場所を４月から一部変更します。

➡

■古本リサイクル市
日時　３月５日㈯・６日㈰
　　　��午前９時30分～
内 容　保存期間切れの雑誌などを
無料でお持ち帰りいただけま
す。

■おはなしむらスペシャル
日時　３月５日㈯午後２時～
内 容　大きな絵本の読み聞かせと
工作（牛乳パックで新聞紙とけ
ん玉を作ろう）

※古本リサイクル市とおはなしむ
らスペシャルは大柿公民館まつり
と同時開催します。
■かみしばいごや
日時　３月27日㈰
　　　午前10時30分～11時
内容　かみしばいの上演

大柿公民館図書室 定例行事案内

■休館日変更のお知らせ
　４月から江田島図書館、能美図
書館、大柿公民館図書室の休館
（室）日を変更します。
変更前：月曜日→変更後：木曜日
　市民の皆さまからのご要望を受
けて、休館日を変更するものです。
　ご理解と引き続きのご利用をお
願いします。

■みんなの広場
日時　３月５日㈯�午前10時30分～
内容　絵本の読み聞かせと工作
対象　児童
■絵手紙教室
日時　３月19日㈯�午後1時30分～
場所　江田島図書館２階　会議室
講師　大村夕子さん
定員　15人（事前の申し込みが必要）
材料費　500円

■第130回ふれあい広場
「児童文学講演会」
日時　３月２日㈬午後２時～
場所　能美図書館２階研修室
講 師　山下明生さん
　（児童文学作家：大柿町出身）
テ ーマ　「作品を通して伝えたいこと」
定員　30人
■第131回ふれあい広場
「お花見茶会」
日時　４月２日㈯午後１時30分～
場所　能美図書館２階ベランダ
※雨天の場合は、２階研修室
内 容　来場者にお抹茶を提供しま
す。（参加費は無料です）

江田島図書館 定例行事案内

能美図書館 定例行事案内

■蔵書点検による休館（室）のお知らせ
　蔵書点検のため、能美図書館は
３月９日㈬～11日㈮の間、大柿公
民館図書室は３月17日㈭・18日
㈮の２日間、休館します。
　休館(室)は、他の図書館(室)を
ご利用ください。

変更後
開催日 時間 場所

毎月第１・３㈬

午前10時～11時 津久茂児童館
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

変更前
開催日 時間 場所

毎月第１・３㈬
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）

毎月第１・３㈭ 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

広報えたじま　平成28年3月�

子育 て ひ ろば

日時　３月４日㈮
　　　午前10時～11時30分
会場　大柿保健センター
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）、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。

日時　３月17日㈭
　　　午前10時～11時30分
会場　江田島市武道館
内容　おひさま運動教室
参加費　無料
準備物　飲み物（お茶・ミルクな
ど）・タオル
※運動しやすい服装で来てくだ
さい。

「お魚教室　４回シリーズ」
第４回　お魚クッキング
　～江田島産カキを使って～
日時　３月13日㈰
　　　午前10時～午後１時
場所　鷲部公民館
対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限無し）
講師　能美海上ロッジ
　　　料理長　平野照幸さん

　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

参加費　１人２００円
準備物　エプロン、三角巾、お
茶、タオルなど
申込期限　３月４日㈮

日時　３月30日㈬
　　　午前10時～午後１時
場所　能美保健センター
内容　朝ごはんを作ってみよう！
～和食編～
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　３月23日㈬

日時　３月１日㈫・４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、お誕生日
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　３月11日㈮

にこ♡にこひろば

　　　午前10時30分～11時30分
内容　「親子で体操」
講師　牟禮典枝さん
　　いつも頑張っているお母
さんたち。「親子体操」で体
を動かしてすっきりしません
か？！きっとリフレッシュで
きますよ♡体操のしやすい服
装で参加してくださいね！
持参物　お茶・タオル

にこ♡にこひろば②
日時　３月16日㈬
　　　午後２時～３時
内容　「紙コップで動物を作ろう」
　　紙コップでペンギンやアンパ
ンマンを作って遊んでみましょ
う。歩かせたり、滑らせたり･･･
　　きっと、子どもたちは大喜
びです！！
　�　
にこ♡にこひろば③
日時　３月22日㈫
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「思い出づくり」
　�　今年度最後のにこ♡にこひ
ろばとなりました。一人一人
の成長を感じています。子ど
もたちの成長を写真に残し
て、つくしのギャラリーに飾
りませんか？

　市内の各保育施設では、園庭開放を実施しています。園庭の遊具や園
児たちと一緒に戸外遊びを楽しみませんか。４月からの入園予定の方も
園の雰囲気を体験してみてください。
※行事等で利用できない場合がありますので、ご利用の際は、事前に各
園にお問い合わせください。
利用日　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）

子３月の園庭開放

食育体験事業

　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

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

母子等の貸付制度
　母子・父子家庭及び寡婦の生
活の安定と、その児童（子）の
福祉を図るため、貸付制度があ
ります。
　貸付の種類には、子どもが
高校・大学等に修学するため
の「修学資金」や「生活資金」
「技能習得資金」などがありま
す。申請には、事前相談が必要
となりますので、センターに連
絡の上、来所してください。

子

食育チャレンジ隊


