子育 て

ひ ろば

健 康推進課からのお知らせ
☎（４０）３２４２

ママ♡パパスクール
日時 11月６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 11月２日㈬
参加費 無料

すくすくベビーくらぶ
日時 11月15日㈫
午前10時～ 11時30分
場所 大柿保健センター
内容 子どもの応急処置
参加料 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。

対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込期限 11月24日㈭
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、お茶、タオル
など

マタニティスクール（スキンケア編）
日時 11月17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 ＲＴＡ認定講師
高橋 友絵さん
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 11月14日㈪
参加費 無料

マタニティスクール（栄養編）

日時 11月28日㈪
午前10時～ 11時30分
場所 大柿保健センター
内容 リズムあそび
参加費 無料
準備物 タオル、飲み物（お茶・
ミルクなど）
※動きやすい服装で参加してくだ
さい。
申込期限 11月21日㈪

日時 12月２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
参加費 無料
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 11月29日㈫
※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。

食育チャレンジ隊

食育体験事業

すくすくくらぶ

日時 11月30日㈬
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 栄養バランスバッチリ
簡単朝食づくり!!
種別

実施日
場所
対象児
11月８日㈫
平成28年５月・６月・７月生
乳児
まれ
11月24日㈭
11月10日㈭
平成27年２月・３月・４月生
１歳６カ月
11月21日㈪ 大 柿 保 健 まれ
11月９日㈬ センター 平成25年２月・３月・４月生
３歳６カ月
まれ
11月22日㈫
11月11日㈮
平成23年７月・８月・９月生
５歳児
まれ
11月25日㈮
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▶「 第２回目 稲刈り体験」の
写真です。稲刈りとはぜかけ
を体験しました。親子で楽し
い思い出ができました!
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 11月１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、誕生会をします。
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
ントがあります。
準備物 母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば

「お米 ３回シリーズ」
第３回 餅作り体験と新米クッキ
ング！
日時 12月4日㈰

乳幼児健診・相談

午前10時～午後１時
場所 大柿公民館
対象 子どもと保護者
（子どもの年齢制限なし）
申込期限 11月28日㈪
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、三角巾、お茶、
タオル

にこ♡にこひろば①
日時 11月10日㈭
午前10時30分～ 11時
「秋色つるし飾り」
内容 秋は木の実や落ち葉がいっ
健

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、気をつけてください。

ぱい！残念ながら本物は使えま
せんが、この季節ならではの
リースを作り、吊るして飾りま
しょう。ゆらゆら揺れて、部屋
の中も秋色になりますよ。
にこ♡にこひろば②
日時 11月22日㈫
午前10時30分～ 11時
「さわって楽しもう」
内容 プチプチ（エアークッショ
ン）を使って簡単なおもちゃを
作ります。その後、プチプチの
上を歩いたり、触ったりして不
思議な感覚を味わって見ましょ
う。

11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。
保育園のお友達と元気よくからだを動かして遊びませんか？育児の悩
みを抱えている方もご利用ください！
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）
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

子

11月は「児童虐待防止推進月間」です！

児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向にあり、特に子
平成27年度 「児童虐待防止推進月間」標語 どもの生命が奪われるなどの重大な事件が後を絶たず、児童虐待は
社会全体で解決すべき重要な問題となっています。
『「もしかして」あなたが救う 小さな手』 なぜ、児童虐待が起こってしまうのでしょうか。
虐待は、核家族化、家庭内不和、経済的問題、子どもの育てにく
児童相談所全国共通ダイヤル
さなど、様々な要因が絡み合って引き起こされると言われています。
☎１８９ （いちはやく）
赤ちゃんが泣きやまずイライラする・・・、思い通りに動いてく
子育て支援センター「にこ♡にこハウス」
れない・・・、子どもをかわいいと思えない・・・、また叱ってし
に子育て支援員・家庭相談員がいますので、
お気軽にご相談ください。
まった・・・そんなときは、ひとりで悩まず、相談してください。

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

11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）
３日㈷、23日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
30日㈬（月末整理日）
能美図書館 ☎（４５）００７５
29日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
25日㈮（月末整理日）

11 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
2日・
切串公民館
16 日㈬
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

11月の各館（室）定例行事案内
能美図書館
■第１３７回ふれあい広場
「旬の食材を使った健康料理」
■みんなの広場
スポンジでポンポンスタンプを作ろう！ 日時 11月19日㈯
午後２時～午後３時30分
日時 11月５日㈯
午前10時30分～
内容 秋から冬にかけての旬の食材
本のリサイクル市を行います！
の栄養を効率よく吸収できるレシ
江田島図書館：12月1日㈭～ 11日㈰
ピをご紹介します。
（無くなり次第終了します）
（調理実習はなし。お菓子の試食あり）
※お家に眠っている本などがあれば、
定
員 15人（一般のみ）
ぜひ図書館にご寄贈ください。
リサイクル市など、再活用させてもら ※事前に申し込んでください。
います。（雑誌・百科事典・汚損の激 参加費 無料

江田島図書館

しい本などはご遠慮ください）

大柿公民館図書室
■おはなしむら
日時 11月12日㈯午後２時～
内容 絵 本の読み聞かせと工 作
（ティッシュ箱でどんぐりくんの
機関車を作ろう）
■かみしばいごや
日時 11月27日㈰
午前10時30分～ 11時
内容 かみしばいの上演
「だれのごちそう？」ほか
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