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開館時間
　午前９時30分～午後７時
※�大柿図書室は日曜のみ
　午後５時まで

図書館
　だより

お知らせ
■第153回ふれあい広場
｢お花見茶会｣
桜を愛でながらお抹茶を一服。
日時　４月７日㈯午後１時30分～
場所　能美図書館２階ベランダ
　　　※雨天の場合は２階研修室
参�加費　無料　
※抹茶がなくなり次第終了します。

■第154回ふれあい広場
「こどもの日スペシャル」
手づくりおもちゃで遊ぼう！
日時　５月５日㈷午前10時～
場所　能美図書館
参加費　無料

年間定例行事
■絵本の会「おはなしレストラン」
　第１・第３火曜日　午前10時～
　絵本・語りについて学ぶ
■おはなし会「カンガルーくらぶ」
　第１土曜日　午前10時30分～
　�妊婦さんや乳幼児が対象のおはな
し会

■読書会
　第３金曜日　午後１時30分～
　�毎月１冊の課題本を決めて語り合
う

■アート
　第４金曜日　午前10時～
　�アートセラピーを通して自分を見
つめる

■�ＮＬＳ（のうみライブラリシン
フォニー）
　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

能美図書館

お知らせ
■おはなしむら
日時　４月14日㈯午後２時～
内�容　絵本の読み聞かせと工作（新
聞紙でカップケーキを作ろう）

■かみしばいごや
日時　４月22日㈰
　　　午前10時30分～ 11時
内�容　かみしばいの上演「こどもの
ひのさがしもの」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
　�２階児童室を「ペンギンルーム」
として親子に開放しています

　図書館では、ボランティアを募集し
ています。興味のある方は、図書館へ
ご相談ください。

大柿図書室

４月のミニ図書館
期日 時間・場所

４ 日㈬・
18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

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））
　25日㈬（月末整理日）
29日㈷（祝日休館（室））
30日㈪（振替休日休館（室））

江田島図書館☎（４２）１４１７
能美図書館☎（４５）００７５
大柿図書室☎（５７）３０７１

お知らせ
■みんなの広場
「あずま袋を作ろう！」
日時　４月７日㈯午前10時～
場�所　江田島図書館２階会議室
対�象者　一般
定員　10人
参加費　無料
準�備物　薄手の布を２枚（サイズ：
28.7㎝×87㎝）、針・布に合った
糸など裁縫道具一式、裁ちバサミ

「こどもの日スペシャル」
日時　５月５日㈷午前10時～
※�さとうみ科学館の出張「ミニ水族
館」や「楽しい工作」などを開催
します。

年間定例行事
■みんなの広場
　第１土曜日　午前10時30分～
　紙芝居・ビデオ鑑賞・工作など
■おはなしタウン
　第２金曜日　午前10時30分～
　�絵本の読み聞かせなど（未就園児
対象）

■えほんだいすき
　第４火曜日　午前10時30分～
　�絵本の読み聞かせ・手あそびなど
（未就学園児対象）
■おはなし会
　第２・第４土曜日　午前10時～
　絵本の読み聞かせ・工作
■パステルを愉しもう
　第２火曜日　午前10時～

江田島図書館

４月の各館（室）定例行事案内

ボランティアの募集

保乳幼児健診・相談
種別 実施日 場所 対象児
乳児 ５月８日㈫

大柿保健
センター

平成29年11月･12月･平成30
年１月生まれ５月24日㈭

１歳６カ月児 ５月９日㈬ 平成28年８月･９月･10月生
まれ５月23日㈬

３歳６カ月児 ５月10日㈭ 平成26年８月･９月･10月生
まれ５月21日㈪

５歳児 ５月11日㈮ 平成25年１月･２月･３月生
まれ５月25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。
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子育 て ひ ろば
準�備物　母子健康手帳、タオル、
オムツ

にこ♡にこひろば①
日時　４月12日㈭
　　　午前10時30分～ 11時
内容　「なかよくしようね」
　今年度、初めてのにこ♡にこ
ひろば！初めての気持ちを込め
て歌に合わせて触れ合いましょ
う。楽しい時間を過ごして仲良
くなろうね。

にこ♡にこひろば②
日時　４月18日㈬
　　　午前10時30分～11時30分
内容　「しゃぼん玉」
　子どもたちはしゃぼん玉が大好
き！親子で一緒に楽しみませんか？
きっと子どもたちは大喜びです！
準�備物　帽子、タオル、お茶

にこ♡にこひろば③
日時　４月25日㈬
　　　午前10時30分～ 11時
内容　「こいのぼりガーランド」
　子どもたちが元気にすくすく育
ちますように…と願いを込めて、
カラフルなこいのぼりのガーラン
ドを作りましょう！みんなで参加
してね！

日時　４月20日㈮
　　　午前10時～午後１時
場所　鷲部公民館
内�容　栄養バランス弁当を作って
出かけよう!!

対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　４月13日㈮
参加費　１人２００円
準�備物　エプロン、お茶、タオル、
帽子、敷物、箸など

「トマト＆オリーブ教室　４回シ
リーズ」第１回
トマト苗植え体験＆おやつ作り
日時　４月15日㈰
　　　午前10時～正午
場所　能美保健センター
対�象　子どもと保護者（子どもの
年齢制限なし）

定員　15組
申込締切　４月９日㈪
参�加費　１組５００円（ミニトマ
ト苗２本、支柱、プランター、
おやつ代）　※プランターや支
柱を持参の方は減額しますので、
申し込み時に教えてください。

準�備物　苗植えができる服装、軍

食育チャレンジ隊

　健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

保
手、スコップ、タオル、エプロ
ン、三角巾、お茶、トマトを植
えたプランターを持ち帰るため
の大きな袋（ごみ袋）など

※�２、４回目はトマト＆オリーブ
クッキング、３回目はオリーブ
収穫体験です。

　にこ♡にこひろばは、今年度も
引き続き子育て支援センターで開
催します。これまでに利用された
ことがある方も、初めて利用され
る方も、お気軽にお越しくださ
い！
※�駐車場は子育て支援センター園
庭をご利用ください。

日時　４月３日㈫・５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。

　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

食育体験事業

　子育て世代の負担軽減のため、小学校６年生ま
でのお子さんに対し、乳幼児等医療費の助成制度
があります（所得制限あり）。
　本市に転入の、小学校６年生までのお子さんの
いる保護者の方は、必ず申請をしてください。
　インターネットで「江田島市乳幼児」を検索す
れば、制度内容の確認と申請書のダウンロードが
できます。

▼提出書類
　・申請書（押印が必要）
　・お子さんの被保険者証の写し
　・�平成29年度の所得課税証明書（生計中心者の
もの）

　※�お子さんが４月２日～６月１日生まれの方は、
平成28・29年度が必要となります。

▼提出先
　�市役所本庁・市民センター（江田島・能美・沖美）・
三高支所
　※郵送での申請も可能です。

乳幼児等医療費助成制度 保

平成30年度のにこ♡にこハ
ウスについて

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（予約が必要）。
日時　４月20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
ひとり親家庭対象学習支援 子

　ひとり親家庭の小・中学生を対象に、現役大学
生や教員ＯＢによる学習支援を実施します（無料）。
期�間　４月～平成31年３月（各月１回・夏季休暇
８日間・冬季休暇２日間）

会場　大柿市民センター（旧大柿公民館）・鷲部公民館
対象　小学１年～中学３年（各会場６人程度）
科目　国語・数学・英語・宿題
申込・問合せ　�（一財）県ひとり親家庭等福祉連合会

☎０８２（５４３）６８８９


