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■第132回ふれあい広場
「こどもの日スペシャル」
日時　５月５日㈷午前10時～
内容
「遊ぼう！あそぼう！こどもの日」
光る泥だんご作り、大型しゃぼん
玉、メンコ、竹とんぼ、お手玉など…
手を使って、みんなで遊ぼう。

能美図書館

■おはなしむら
日時　４月９日㈯午後２時～
内 容　絵本の読み聞かせと工作（折

り紙とストローで春の花を作ろう）
■かみしばいごや
日時　４月24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

４･５月の各館（室）定例行事案内

年間定例行事案内

■みんなの広場
　第１㈯　午前10時30分～
　紙芝居・ビデオ鑑賞・工作など
■えほんとおともだち
　第２㈮　午前10時30分～
　 絵本の読み聞かせなど（未就園

児対象）
■えほんだいすき
　第３㈬　午前10時30分～
　絵本の読み聞かせ・手遊びなど
（未就園児対象）
■おはなし会
　第２・４㈯　午前10時～
　絵本の読み聞かせ・工作
■パステルを愉しもう
　第２㈫　午前10時～

江田島図書館

■絵本の会「おはなしレストラン」
　第１・３㈫　午前10時～
　絵本・語りについて学ぶ
■おはなし会「カンガルーくらぶ」
　第３㈮　午前１0時30分～
　 妊婦さんや乳幼児が対象のおはなし会
■読書会
　第３㈮　午後１時30分～
　毎月１冊の課題本を決めて語り合う
■アート
　第４㈮　午前10時～
　 アートセラピーを通して自分を見つめる
■ＮＬＳ（のうみライブラリーシンフォニー）
　第３㈯　午後４時～
　ライアーを中心に図書館の催しで演奏
■手づくりの会「チクチクさん」
　第３㈫　午後１時30分～
　図書館内の飾り付けを制作

能美図書館

■おはなしむら
　第２㈯　午後２時～
　絵本の読み聞かせと工作
■かみしばいごや
　第４㈰　午前10時30分～
　紙芝居の上演
■その他
　毎週㈫　午前10時～11時30分
　 ２Ｆ児童室を「ペンギンルーム」

として親子に開放しています

大柿公民館図書室

ボランティア募集中！

■みんなの広場
「こどもの日スペシャル」
日時　５月５日㈷午前10時～
内容
○ 「サンフレッチェ広島」を応援す

るための展示（選手の写真など）
○サッカーにかかわることと図書の展示

江田島図書館

４月のミニ図書館
期日 時間・場所

20 日㈬

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

※ ４月から時間・場所を変更し
ていますのでご注意ください。

４月の休館(室)日

３館（室）共通の休館（室）日

毎週木曜日（定期休館・室）

29日㈷（祝日休館・室）

江田島図書館☎（４２）１４１７

26日㈫（月末整理日）

能美図書館☎（４５）００７５

26日㈫（月末整理日）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

26日㈫（月末整理日）

いろいろなボランティアを募集しています。
活動 活動内容

ブックボランティア ☆　書架整理
☆　資料整備（図書の装備や修理など）

環境ボランティア ☆　周辺の植栽・清掃
☆　施設内の飾り付け

イベントボランティア ☆　イベントの企画・運営
☆　絵本の読み聞かせ

文化ボランティア ☆　能美図書館民俗資料室の整理（民俗資料の整理）
活動場所及び問合せ先　江田島図書館、能美図書館、大柿公民館図書室、沖美公民館図書室 ☎（47）1000

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
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子育 て ひ ろば

日時　４月18日㈪
　　　午前10時～11時30分
会場　大柿保健センター
内容　予防接種について
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　４月26日㈫
　　　午前10時～11時30分
会場　切串公民館
内容　乳幼児の事故予防について
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＆オリーブ教室　４回
シリーズ」
第１回　ミニトマト苗植え体験
　　　　簡単ピザ作り
日時　４月17日㈰午前10時～
場所　能美保健センター
対象　子どもと保護者
　　（子どもの年齢制限無し）
申込期限　４月11日㈪
参加費　１組５００円（ミニト

　康推進課からのお知らせ健

☎（４０）３２４２

すくすくベビーくらぶ

すくすくくらぶ

マトの苗２本、支柱、プラン
ター代など）
準備物　苗植えの作業ができる

服装・軍手・スコップ・タオル
・エプロン・三角巾・お茶など

※２回目は８月７日㈰トマトク
ッキング、３回目はオリーブ
収穫体験、４回目はオリーブ
＆トマトクッキングの予定で
す。

日時　４月28日㈭午前10時～正午
場所　鷲部公民館
内容　春野菜を使ったおやつ作り
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込期限　４月21日㈭
参加費　１人１００円
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

日時　４月４日㈪・５月２日㈪
　　　午前10時～身体測定
　　　午前11時～誕生会

　育て支援センターからの
　お知らせ
子

☎（４２）２８５２

内容　どんなに大きくなったか
な？身体計測後、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り
ます。
準備物　母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば①
日時　４月７日㈭
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「はじめまして」
　　今年度、最初の「にこ♡に

こひろばです。「こんにちは
♪」「なかよくしようね♪」
と触れ合いながら、お友だち
になれたらいいですね。子ど
もも大人も楽しい時間を一緒
に過ごしましょう!!

にこ♡にこひろば②
日時　４月13日㈬
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「キッズダンス」
講師　岡山　枝里さん
　　講師をお迎えして、ベビー

＆ キ ッ ズ ダ ン ス を し ま す 。
ど ん な ダ ン ス か な ？ み ん な
で一緒に楽しみましょう♪動
きやすい服装で来てください
ね！！
持ち物　お茶・タオル
　 　
にこ♡にこひろば③
日時　４月19日㈫
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「こいのぼり」
　 　子どもたちが元気にすくす

く育ちますように･･･と願いを
込めて、こいのぼりを作り、
「子どもの日」を祝いましょ
う！男の子だけでなく、女の
子も参加してくださいね♡

にこ♡にこひろば

※認定こども園おおがきは、5 月 2 日㈪から旧子育て支援センター（江田島町江南）に移転します。

食育体験事業

にこ♡にこ身体計測

　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、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。なお、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、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）

子４月の園庭開放

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

食育チャレンジ隊

▲昨年度の第１回トマト苗植え
　体験の様子


