子育 て

ひ ろば

おやつ代）※プランターや支柱
タビューと写真入りカードのプレ
を持参される人は減額します。
ゼントがあります。
申し込み時に伝えてください。
準備物 母子健康手帳、タオル
すくすくベビー・すくすくくらぶ
準備物 苗植え作業ができる服
にこ♡にこひろば
装、軍手、スコップ、エプロン、
日時 ４月21日㈮
にこ♡にこひろば①
三角巾、お茶など
午前10時～ 11時30分
※２、４回目はトマト＆オリーブ 日時 ４月13日㈭
場所 大柿保健センター
午前10時30分～ 11時
クッキング、３回目はオリーブ
内容 「予防接種について」
「ふれあい遊び」
収穫体験をします。
対象者 乳幼児とその保護者
内容 今年度、初めてのにこ♡
参加費 無料
にこひろば。子どもの肌にふれ
準備物 母子健康手帳、飲み物（お
ながら、
「わらべうた」や「あそ
茶・ミルクなど）
びうた」に合わせて一緒に歌っ
※希望者には身体計測、健康相談
て、楽しい時間を一緒に過ごし
を行います。
ましょう！ !
にこ♡にこひろば②
食育チャレンジ隊
日時 ４月19日㈬
午前10時30分～ 11時30分
▲昨年度の第１回トマト苗植え体験
日時 ４月26日㈬
「リズムあそび」
の様子です。
午前10時～午後１時
講師 古澤文子さん
場所 能美保健センター
内容 いろいろなものを使って、
内容 栄養バランス弁当を作って
音楽に合わせて、リズムあそび
子 育て支援センターからの
出かけよう!!
をします。みんなでワイワイ楽
お知らせ ☎（４２）２８５２
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
しみましょう♪♪動きやすい服
平成29年度のにこ♡にこハウスについて
申込期限 ４月19日㈬
装で参加してくださいね。
参加費 １人２００円
にこ♡にこひろばは、新年度も 持ち物 お茶、タオル
準備物 エプロン、お茶、タオル 引き続き江南ふれあいセンターで にこ♡にこひろば③
帽子、敷物、箸など
実施します。
日時 ４月25日㈫
これまで利用されたことがある
午前10時30分～ 11時
食育体験事業
方も、初めて利用される方も、気 「こいのぼり」
「トマト＆オリーブ教室 ４回シ 軽にお越しくださいね！
内容 子どもたちが元気にすくす
リーズ」
駐車場は旧江南保育園の園庭を
く育ちますように･･･と願いを
第１回 トマト苗植え体験＆おや ご利用ください。
込めてこいのぼりを作り、「子
つ作り
どもの日」を祝いましょう！男
にこ♡にこ身体計測
日時 ４月16日㈰午前10時～正午
の子だけでなく、女の子も参加
とお誕生会
場所 能美保健センター
してくださいね♡
対象者 子どもと保護者（子ども 日時 ４月４日㈫・５月１日㈪
ママの再就職支援相談 子
の年齢制限なし）
午前10時～身体測定
定員 15組
午前11時～誕生会
子育て中のお母さんを対象に、
申込期限 ４月10日㈪
内 容 どんなに大きくなったか
再就職支援相談を実施します。
参加費 １組５００円（ミニトマ
な？身体計測後、誕生会をしま
妊娠・出産・育児のため仕事
ト苗２本、支柱、プランター、
す。誕生月のお子さんには、イン
を 辞 め た け ど、「 こ れ か ら は 仕
事をしたい！」と思っている人
子
４月の園庭開放
は、 ぜ ひ お 申 し 込 み く だ さ い。
※要予約
市内の保育施設では、園庭を開放しています。近くに遊び場や同年
日時 ４月21日㈮午前10時～正午
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
場所 子育て支援センター（江田
ご利用ください。
※行事等で利用できない場合があります。ご利用の際は、直接、各園
島町江南）
にご確認ください。
相談員 ハローワークくれ（公共
日程 毎週㈪～㈮ 午前10時～ 11時（土・日祝日なし）
職業安定所）職員
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）
保 健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９
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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

江田島図書館

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）
26日㈬（月末整理日）
29日㈷（祝日休館・室）
江田島図書館☎（４２）１４１７
能美図書館 ☎（４５）００７５
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

能美図書館

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
切串公民館
19 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

大柿公民館図書室

お知らせ
お知らせ
５月５日㈷は、
「こどもの日スペシ ■第142回ふれあい広場
「お花見茶会」
ャル！」
江田島図書館・能美図書館でイベ 日時 ４月８日㈯ 午後１時30分～
場所 ２階 ベランダ
ントがあるから来てね！
※雨天の場合は、２階研修室
年間定例行事
内容 来場 者にお抹 茶を提供しま
■みんなの広場
す。
（参加費は無料です）
第１土曜日 午前10時30分～
年間定例行事
紙芝居・ビデオ鑑賞・工作など
■絵本の会「おはなしレストラン」
■おはなしタウン
第１・３火曜日 午前10時～
第２金曜日 午前10時30分～
絵本・語りについて学ぶ
絵本の読み聞かせなど（未就園児 ■おはなし会「カンガルーくらぶ」
対象）
第３金曜日 午前10時30分～
■えほんだいすき
妊婦さんや乳幼児が対象のおはなし会
■読書会
第４火曜日 午前10時30分～
第３金曜日 午後１時30分～
絵本の読み聞かせ・手あそびなど
毎月１冊の課題本を決めて語り合う
（未就園児対象）
■アート
■おはなし会
第４金曜日 午前10時～
第２・第４土曜日 午前10時～
アートセラピーを通して自分を見つめる
絵本の読み聞かせ・工作
■ＮＬＳ（のうみライブラリーシン
■パステルを愉しもう
フォニー）
第２火曜日 午前10時～
第３土曜日 午後４時～
ライアーを中心に図書館の催しで演奏

４月１日から図書館システムがリニューアルしました！

４月のミニ図書館

お知らせ
■おはなしむら
日時 ４月８日㈯ 午後２時～
内容 絵 本の読み聞かせと工 作
（折り紙でこいのぼりを作ろう）
■かみしばいごや
日時 ４月23日㈰
午前10時30分～ 11時
内容 かみしばいの上演
「まいごのこいのぼり」ほか
年間定例行事
■おはなしむら
第２土曜日 午後2時～
絵本の読み聞かせと工作
■かみしばいごや
第４日曜日 午前10時30分～
紙芝居の上演
■その他
毎週火曜日
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。

図書館ボランティアを募集

図書館（室）では、いろいろな図書館に
読書は心の財産です。新システムでは、利用者の方に楽
かかわるボランティアを募集しています。
しみながら図書館を利用していただくために、「読書マラソ
ン」「読書通帳システム」「Ｍｙ本棚」の機能が増えました。 ブックボランティア
☆書架整理（返却図書の配架や、書架の整理整
■「読書マラソン」
頓など）
個人ごとに読書目標冊数と期間を設定することができるの
☆資料整備（図書の装備や修理など）
で、自分の読書量だけでなく目標達成状況が確認できます。
環境ボランティア
■「読書通帳システム」
☆周辺の植栽・清掃（花壇や植木の整備や周辺
読書を記録する手帳がわりに、昨年度から図書館（室）で
清掃など）
配布しております「読書貯金通帳」の台紙に添付できる貸出
☆図書館内飾り付け（館内をより明るく楽しい
記録シールを希望者に図書館（室）窓口で配布します。手書
空間とするための飾り付けなど）
きで「読書貯金通帳」を利用していただいておりましたが、
イベントボランティア
シールを貼り付けるだけで記録できるようになります。
☆イベントの企画・運営（おはなし会や、その
■「Ｍｙ本棚」
他行事等の企画・運営など）
図書館（室）では、個人情報を必要以上に残さないため返
☆絵本のよみきかせ
却後は個人の読書記録はシステム内には記録されませんが、
文化ボランティア
システムのインターネット上で自分の読書記録を見たいと希
☆能美図書館民俗資料室の整理（民俗資料の整理）
望される方は、「よみたい本」「よんだ本」「借りたい本」
活動場所および問合せ先
江田島図書館、能美
を個人で管理できるようになりました。
図書館、大柿公民館図書室、沖美公民館図書室
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