子育 て
保 健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

すくすくベビーくらぶ
日時 ９月５日㈫

午前10時～ 11時30分
会場 能美保健センター
内容 離乳食教室
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。

食育チャレンジ隊
日時 ８月25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！朝
食作り
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込締切 ８月18日㈮
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、お茶、タオ
ルなど

食育体験事業
「トマト＆オリーブ教室 ４回シ
リーズ」
第２回 トマトとオリーブを使っ
たパン作り
日時 ８月27日㈰
午前10時～午後1時
集合場所 能美保健センター
講師 地域おこし協力隊
西村 京子さん
対象 子どもと保護者（子どもの
年齢制限なし）
申込締切 ８月21日㈪

▲トマトチーズパン
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 ８月１日㈫・９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。誕生月のお子さんに
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、フェ
イスタオル、オムツ

乳幼児健診・相談
種別

実施日
場所
対象児
８月３日㈭
平成29年２月･３月･４月生
乳児
まれ
８月22日㈫
８月１日㈫
平成27年11月･12月･平成28
１歳６カ月児
８月24日㈭ 大 柿 保 健 年１月生まれ
８月２日㈬ センター 平成25年11月･12月･平成26
３歳６カ月児
年１月生まれ
８月23日㈬
８月４日㈮
平成24年４月･５月･６月生
５歳児
まれ
８月25日㈮
23 広報えたじま

平成29年8月

図書館
だより

ひ ろば
参加費 １人１００円
準備物 エプロン、三角巾、お
茶、タオルなど
定員 15組
※３回目はオリーブ収穫体験で
す。お楽しみに！！

８月の休館(室)日

にこ♡にこひろば①
日時 ８月10日㈭
午前10時30分～ 11時
内容 「シェービング」
ふわふわと柔らかいシェー
ビングクリームを使って、感
触を楽しみましょう。指で描
いたり、塗ったりして、どん
な遊びができるかな？
準備物 フェイスタオル、お茶
にこ♡にこひろば②
日時 ８月16日㈬
午前10時30分～ 11時30分
内容 「夏祭り」
毎年恒例の夏祭りをします。
お面やさんやヨーヨー釣りなど
いろいろなお店がありますよ。お
じいちゃん、おばあちゃん、パパ、
ママ、みんなで楽しみましょう。
にこ♡にこひろば③
日時 ８月22日㈫
午前10時30分～ 11時
内容 「ペタペタ遊び」
いろんな色のスタンプでペタ
ペタして遊んでみませんか？指
で･･･。手で･･･。どんなものに
変身！！するのかな？
準備物 フェイスタオル、お茶、
ウェットティッシュ
保

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、保健医療課へご連絡ください。
※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。

期日

３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館（室））
11日㈷（祝日休館（室））

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

にこ♡にこひろば

８月のミニ図書館

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

８月の各館（室）定例行事案内
江田島図書館

能美図書館

■第146回ふれあい広場
「真夏の怖～い映画会」
日時 ８月26日㈯
午後３時～５時30分
場所 能美図書館２階研修室
対象 どなたでも参加できます
内容 １回目：午後３時～
『子ども向けのホラーアニメ』
２回目：午後４時30分～
『大人向け実写ホラー』
参加費 無料
「つくって楽しい おもちゃのダーツ」 ※入場券はありません。ご希望の上映
～紙テープを使ってダーツの矢を作りましょう～
時間に合わせて会場にお入りくださ
日時 ９月２日㈯午前10時30分～
い。
場所 江田島図書館２階会議室
対象 小学生
定員 10人
参加費 無料
※当日は先着順での受付になります。

子

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。
※行事などで利用できない場合があります。ご利用の
際は、直接、各園にご確認ください。
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）

ご利用ください
『にこ♡にこハウス』

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

大柿公民館図書室

■みんなの広場
「プラバン工作」
～好きな絵を書いて、熱でちぢめ
て作るキーホルダー！！～
日時 ８月５日㈯午前10時30分～
場所 江田島図書館２階会議室
対象 幼児以上（小さいお子さんは
保護者同伴）
定員 10人
参加費 無料
※当日は先着順での受付になります。

8月の園庭開放

時間・場所
午前10時～ 11時
津久茂児童館

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。

■おはなしむら
日時 ８月５日㈯午後２時～
内容 絵本の読み聞かせと工作（ひ
もでのぼるおもちゃを作ろう）
■かみしばいごや
日時 ８月27日㈰
午前10時30分～11時
内容 かみしばいの上演「むぎわら
ぼうしのむーぼくん」ほか

ママの再就職支援相談

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 ８月18日㈮午前10時～正午
場所 子育て支援センター（江田島町江南）
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
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