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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

図書館
　だより

■第148回ふれあい広場
「ひらけ！お宝図書館」
日時　11月18日㈯
　　　午後１時～４時
場所　能美図書館１階閲覧室
内�容　参加者の皆さんに「宝物」を

持ち寄ってもらい、各々お宝自慢
をして思い思いに図書館に展示し
ます。図書館を探検して、自慢の

「お宝」をみんなに披露しません
か。
対象　小学生の親子５～６組
参加費　無料

■第149回ふれあい広場
｢Winter�コンサート｣
日時　12月2日㈯
　　　午前11時～正午
場所　能美図書館１階閲覧室
内�容　N.L.S.（のうみライブラリシ

ンフォニー）の皆さんによるライ
アー演奏のミニコンサート。どな
たでも参加できます。

能美図書館

■おはなしむら
日時　11月11日㈯午後２時～
内�容　絵本の読み聞かせと工作（お菓

子の容器でおみくじを作ろう）

■かみしばいごや
日時　11月26日㈰
　　　午前10時30分～ 11時
内�容　かみしばいの上演「ゆうくん

だいすき」ほか

大柿公民館図書室

本のリサイクル市を行います！
江�田島図書館　11月6日㈪～ 13日㈪
(無くなり次第終了します)
時間　午前９時30分～午後７時
※木曜日は鷲部公民館の開館時間内
※ お家に眠っている本があれば、図

書館にご寄贈ください。リサイク
ル市などで、再活用させていただ
きます(雑誌・百科事典・汚損の激
しい本などはご遠慮ください）。

11 月のミニ図書館
期日 時間・場所

1 日㈬・
15 日㈬

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
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

■みんなの広場
「秋の楽しみ」
　～どんぐりのマスコット作り!! ～
日時　11月４日㈯午前10時30分～
場所　江田島図書館２階会議室
対�象　小学生以下（小さいお子さん

は保護者同伴）
定員　10人
参加費　無料
※当日は先着順で受け付け

■みんなの広場（鷲部コミュニティ祭り共催）
「コンサート＆物づくり」
　 ～演奏を楽しんだ後は、物づくり

を楽しもう～
日時　12月３日㈰午後１時～
場�所　江田島図書館１階（コンサート

など）・２階会議室（物づくり）
※物づくりについて
定員　10人程度
対�象　小学生以下（小さいお子さん

は保護者同伴）
申込期限　11月22日㈬
参加費　無料

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㈷（祝日休館（室））
23日㈷（祝日休館（室））
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
　24日㈮（月末整理日）

11月の園庭開放 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）

江田島図書館

保乳幼児健診・相談
種別 実施日 場所 対象児
乳児 11月９日㈭

大 柿 保 健
センター

平成29年５月･６月･７月生
まれ11月14日㈫

１歳６カ月児 11月８日㈬ 平成28年２月･３月･４月生
まれ11月16日㈭

３歳６カ月児 11月７日㈫ 平成26年２月･３月･４月生
まれ11月15日㈬

５歳児 11月10日㈮ 平成24年７月･８月･９月生
まれ11月17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、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。

　

11月の各館（室）定例行事案内
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子育 て ひ ろば

日時　12月５日㈫
　　　午前10時～ 11時30分
会場　大柿保健センター
内容　おひさまリズムあそび
講�師　中川雅史さん（呉本庄つ

くし園）
参加費　無料
準�備物　飲み物（お茶・ミルク

など）、動きやすい服装
※ 身体計測はありません。

日時　12月６日㈬　
　　　午前10時～ 11時30分
会場　江田島保健センター
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。

「秋野菜を使っておやつ作り」
日時　11月22日㈬
　　　午前10時～正午
場所　沖美市民センター
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　11月15日㈬
参加費　1人１００円
準�備物　エプロン、お茶、タオ

ルなど

「冬野菜を使ってクリスマス料理
作り」
日時　12月13日㈬
　　　午前10時～午後１時
場所　能美保健センター
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　12月６日㈬
参加費　1人２００円
準�備物　エプロン、お茶、タオ

ルなど

　健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

すくすくベビー・すくすくくらぶ

食育チャレンジ隊

「お米教室」
第３回　新米クッキング＆餅丸
め体験
日時　12月16日㈯
　　　午前10時～午後１時
　　　※日程を変更しています。
集�合場所　大柿公民館
対�象　子どもと保護者（子ども

の年齢制限なし）
申込締切　11月27日㈪
参加費　１人２００円
準�備物　エプロン、三角巾、お茶、

タオルなど
定員　15組

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よ！！

準�備物　母子健康手帳、フェイ
スタオル、オムツ

にこ♡にこひろば①
日時　11月９日㈭
　　　午前10時30分～ 11時30分

食育体験事業

　育て支援センターからの
　お知らせ
子

☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測
とお誕生会

にこ♡にこひろば

内容　「おいもクッキング」
　 　にこにこ農園で収穫したさ

つまいもを使って、親子クッ
キ ン グ！！ な に が で き る か
な？きっと特別な味がするの
では？

※ 栄養士から「乳幼児の食生活
について」のお話もあります。
準�備物　着替えの服またはエプ

ロン、タオル、お茶、おしぼ
り

にこ♡にこひろば②
日時　11月14日㈫
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「体を動かそう」
　 　親子で一緒にジャンプジャ

ンプ!ピョンピョン！トランポ
リンを使って体を動かしてみ
ませんか？すっごく楽しいで
すよ。

※ 動きやすい服装で来てくださ
い。
準備物　お茶、タオル

にこ♡にこひろば③
日時　11月22日㈬
　　　午前10時30分～ 11時30分
内容　「キッズダンス」
　 　ダンスの講師をお迎えして、

キッズ（ベビー）のためのダ
ンスをします。どんなダンス
かな？親子で楽しみましょう
ね！！

※ 動きやすい服装で来てくださ
い。
講師　岡山枝里先生
準�備物　お茶、タオル

保

▲食育チャレンジ隊「秋野菜を使っておやつ作り」（９月開催時の様子）


