子育 て
健 康推進課からのお知らせ
☎（４０）３２４２

ママ♡パパスクール
日時 ６月12日㈰
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 赤ちゃんのお風呂の入れ
方、パパの妊婦体験
対象 者 これからママ、パパに
なる人
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月９日㈭
参加費 無料

マタニティスクール
（スキンケア編）
日時 ６月15日㈬
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 妊娠中のお肌について
マタニティスキンケア
オイルを用いてケア方法
（実践）について学びます。
講師 ロイヤルセラピスト認定
講師
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月13日㈪
参加費 無料

マタニティスクール
（栄養編）
日時 ６月23日㈭
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容
・妊娠中の栄養について（試食
があります）
・赤ちゃんとお母さんの歯につ
いて
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月20日㈪
参加費 無料
※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
健士が相談に応じます。
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ママの再就職支援相談

ひ ろば
すくすくベビーくらぶ
日時 ６月７日㈫
午前10時～11時30分
場所 三高会館
内容 離乳食教室
準備 物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
参加費 無料
※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 ６月２日㈭
午前10時～11時30分
場所 江田島コミュニティセンター
内容 歯科衛生士による歯みがき教室
準備 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）
参加費 無料
※当日は染め出し剤による、歯
みがきチェックを予定してい
ます。汚れてもよい服装でお
越しください。

食育チャレンジ隊
日時 ６月14日㈫
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 噛む力をアップさせよう！
噛み噛み食づくり
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
準備物 エプロン、お茶、タオルなど
申込期限 ６月７日㈫
参加費 １人２００円

食育体験事業
「お魚教室４回シリーズ」
第１回お魚タッチ、稚魚の放流体験
日時 ７月４日㈪午後２時～
稚魚の放流は午後３時～
集合場所 さとうみ科学館
対象 子どもと保護者（子どもの
年齢制限無し）
申込期限 ６月27日㈪
準備物 タオル、帽子、お茶、長
靴など

子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測と
お誕生会
日時 ６月１日㈬・７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
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

子

子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談を実施します。
妊娠・出産・育児のために仕事を辞めたけど、「これからは仕事をしたい！」と思っている人は、ぜひ
お申し込みください。（予約が必要です）
日時 ６月17日㈮午前10時～正午
内容
（１）求人情報の提供
（２）働くことに必要な情報の提供
（３）早期就職に向けた計画的なサポート
相談員 ハローワークくれ（公共職業安定所）職員
相談場所 子育て支援センター（江田島町江南）
申し込み先 ☎（４２）2852

６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・日祝日無し）
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）

にこ♡にこひろば

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

にこ♡にこひろば①
日時 ６月９日㈭
午前10時30分～11時30分
内容 「さわって楽しもう」
子どもたちは、何でもさわって
みようとします。その感触は？気
持ちいいかな？不思議かな？
さて、さわってからのお楽し
み・・・・です!!

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

にこ♡にこひろば②
日時 ６月17日㈮
午前10時30分～11時30分
内容 「親子体操」
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」で体をすっ
きりさせてみませんか？きっと
リフレッシュできますよ♡ジー
ンズ等でなく、動きやすい服装
で参加してくださいね。
準備物 お茶、タオル
にこ♡にこひろば③
日時 ６月21日㈫
午前10時30分～11時30分
内容 「七夕」
古くから伝わる七夕行事。
小さなお子さんでも参加で
きる飾りを作り、成長や幸せ
を祈りましょう。
どんなお願いをするのかな？

図書館
だより
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

６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）

江田島図書館
■みんなの広場

「江田島市の歴史を知ろう」
～お話を聞いてみませんか～
日時 ６月４日㈯午前10時～
場所 江田島図書館２階研修室
内容 「江田島市の歴史を知ろう」
お話し
講師 中村博政さん

期日

時間・場所
午前 10 時～ 11 時
津久茂児童館

江田島図書館☎（４２）１４１７
29日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
28日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

６月の各館 （室）定例行事案内

６月のミニ図書館

24日㈮（月末整理日）

能美図書館

1日・
15 日㈬

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

大柿公民館図書室

■おはなしむら
日時 ６月11日㈯午後２時～
「切り絵を楽しもう！」
内容 絵本の読み聞かせと工作（ダ
日時 ６月４日㈯午後２時～
ンボールで腕時計を作ろう）
場所 能美図書館２階研修室
■かみしばいごや
定員 12人（一般の方のみ）
日時 ６月26日㈰
※事前予約が必要です
午前10時30分～11時
参加費 2００円（材料代）
（第12号）掲載作品募集 内容 かみしばいの上演
■児童文学誌『小鳥』
生活作文（小学３年生まで）、
童話、詩などの児童文学作品を募
集します。
提出期限 ９月30日㈮
■第133回ふれあい広場
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