子育 て

ひ ろば

健 康推進課からのお知らせ
☎（４０）３２４２

食育体験事業

すくすくベビーくらぶ
日時 ５月16日㈪
午前10時～11時30分
会場 能美保健センター
内容 おやつって、いつ頃から？
参加費 無料
準備物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
※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（食育編）

食育チャレンジ隊

子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測
日時 ５月２日㈪・６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、誕生日会を

乳幼児健診・相談
種別
乳児
１歳６カ月
３歳６カ月
５歳児

 広報えたじま

実施日

５月11日㈬
５月25日㈬

場所

対象児
平成27年11・12月･平成
28年１月生まれ

平成26年８月・９月･10
５月24日㈫ 大 柿 保 健 月生まれ
５月12日㈭ センター 平成24年８月・９月･10
５月26日㈭

月生まれ

５月13日㈮

平成23年１月・２月･３
月生まれ

平成28年5月

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

５月の各館 （室）定例行事案内

にこ♡にこひろば
にこ♡にこひろば①
日時 ５月６日㈮
午前10時30分～11時30分

内容 「 身 近 な も の で あ そ ぼ
う！」
 身近にある紙をちぎったり
丸めたり投げたりして、指先
や体全体を使って遊ぶ楽しさ
を経験しましょう。みんなで
遊ぶとよりダイナミックで盛
り上がるかも・・・。
にこ♡にこひろば②
日時 ５月11日㈬
午前10時30分～11時30分
内容 「リズムあそび♪」
講師 古澤文子さん
 いろいろなものを使って、
音楽に合わせてリズムあそび
をします。みんなでワイワイ
楽しみましょう♪♪
準備物 お茶、タオル
にこ♡にこひろば③
日時 ５月17日㈫

健

５月10日㈫

５月27日㈮

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

３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館・室）
３日㈷（祝日休館・室）
４日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
25日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
31日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
５日㈷（祝日休室）
27日㈮（月末整理日）

江田島図書館
■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
するための展示をします。（選
手の写真など）
○
「握力＆背筋測定など」や「100
歳体操」
○「図書館クイズ」へ挑戦しよう！
○「 スポーツ」や「健康」などの
図書の展示
午前10時30分～11時30分
内容 「運動会ごっこ」
 いろいろな用具や道具を
使って年齢に応じた運動あそ
びをします。よちよちやハイ
ハイレースも・・・。
床が滑りやすいので、大人
も子どもも動きやすい服装、
素 足 で 参 加 し て く だ さ い ！
一緒に楽しみましょう！
準備物 お茶、タオル

５月のミニ図書館
期日

時間・場所
午前 10 時～ 11 時
津久茂児童館

午前 11 時 15 分～正午
18 日㈬ 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

能美図書館

大柿公民館図書室

■第132回ふれあい広場

■おはなしむら
日時 ５月14日㈯午後２時～
内容 絵本の読み聞かせと工作（母
の日のカードを作ろう）
■かみしばいごや
日時 ５月22日㈰
午前10時30分～11時
内容 かみしばいの上演

「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。

ご利用ください
『にこ♡にこハウス』

にこ♡にこハウス（子
育て支援センター）では、
子どもや保護者同士の交
流の場となるオープンス
ペースを開放しています。
また、未就園児とその
保護者を対象に子育て支
援教室の開催や、子育て
相談を受けています。
お気軽にご利用くださ
い。

↑

日時 ５月31日㈫
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 栄養バランス弁当を作って
ピクニックに出かけよう！
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込期限 ５月24日㈫
参加費 １人２００円
 物 エプロン、お茶、タオル、
準備
帽子、敷物など

▲平成27年度田植え体験

図書館
だより

→

日時 ５月 19 日㈭
午前 10 時～ 11 時 30 分
会場 沖美ふれあいセンター
内容 早寝・早起き・朝ごはん !!
～簡単な朝ごはんを作ろう～
参加費 無料
準備物 エプロン、手拭タオル、
お茶
※希 望者には身体計測、健康相
談を行います。

「お米作り教室 ３回シリーズ」
第１回 田植え体験
日時 ６月５日㈰午前10時～
場所 澤医院隣の空き地（大柿
町小古江）
対象 子どもと保護者
（子どもの年齢制限無し）
申込期限 ５月31日㈫
準備 物 帽子、お茶、バスタオ
ル、着替えなど
※２回目以降は９月25日㈰稲刈
り３回目は12月４日㈰新米ク
ッキングの予定です。

５月の休館(室)日

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、健康推進課へご連絡く
ださい。
※今年度は、江田島支所の改修
工事に伴い、江田島保健セン
ターが利用できないため、会場
は全て大柿保健センターとなり
ます。お間違いのないようご注
意ください。

５月の園庭開放

子

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）
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
広報えたじま

平成28年5月



