
5月の行事予定5月の行事予定 乳 0 ～ 2 歳　幼 3～ 5歳　児 6歳～
中中学生　　高高校生　　般一般

日 曜日 時間 場所 行事名
1 金

2 土
10：30 竹野 テーマであそぼ！｢楽しいぼうけん　はじまるよ！｣

（工作：ふわふわパラシュート）　幼 児

10：30 但東 おはなしのもり・こども工作（工作：こいのぼりポシェット）　幼 児

14：00 本館 おはなし会　幼 児

3 日
4 月 休館日
5 火 休館日
6 水 休館日
7 木 11：00 城崎 ほっぺと絵本　乳 幼

8 金 10：30 但東 えほんはともだち（但東子育てセンター）　乳 幼

9 土

10：30 城崎 おはなしランド（工作：元気に泳げこいのぼり）　幼 児

10：30 日高 絵本からのおくりもの　幼 児

13：30 本館 としょかん映画会｢恋におちたシェイクスピア｣
（1998年・米・124分）　般

14：00 本館 おはなし会　幼 児

10 日 13：30 本館 としょかん映画会｢恋におちたシェイクスピア｣
（1998年・米・124分）　般

11 月
12 火 休館日

13 水 10：30 出石 えほんのとびら（出石子育てセンター）　乳 幼

14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

14 木
15 金
16 土 14：00 本館 おはなし会　幼 児

17 日 14：00 本館 おたのしみひろば（こどもの読書週間事業）　幼 児

18 月
19 火 休館日

20 水 ９：40 豊岡 おはなしのゆりかご（市民プラザほっとステージ）　乳

10：30 竹野 にじっこ絵本（竹野子育てセンター）　乳 幼

21 木 10：30 日高 絵本の読み聞かせの会（日高子育てセンター）　乳 幼

22 金

23 土

10：10 本館 読み聞かせ研修会　般

10：30 竹野 おはなしミッケ！　幼 児

10：30 日高 絵本からのおくりもの　幼 児

14：00 本館 おはなし会　幼 児

24 日 14：00 出石 としょかん・くらぶ　児

25 月
26 火 休館日
27 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

28 木 10：30 城崎 ほっぺとえほん（城崎子育てセンター）　乳 幼

10：30 出石 えほんのとびら　乳 幼

29 金 休館日（図書整理日）
30 土 14：00 本館 おはなし会　幼 児

31 日

レッツゴー図書館
としょかん映画会のお知らせ

としょかん映画会が　
　 生まれ変わりました

｢おはなしのゆりかご｣　　　　　
を豊岡市民プラザでも開催します

本館　☎23-6151（京町５-28）
城崎　☎21-9072（城崎庁舎２階）
竹野　☎21-9078（竹野庁舎３階）
日高　☎21-9060（日高庁舎１階）
出石　☎21-9010（出石庁舎１階）
但東　☎21-9036（但東市民センター１階）

日　　時：５月９日（土）・10日（日） 午後１時30分～
場　　所：本館２階　視聴覚・講演室
上映作品：｢恋におちたシェイクスピア｣（1998年）
上映時間：124分

①毎月開催
　本年度は洋画を中心に毎月開
催します。
②土･日曜日に同一作品を上映
　土曜日と日曜日の２日間、同
一作品を上映しますので、都合
のよい日にお越しください。
③一時保育あり
　無料の一時保育があります。
　（事前申込み必要/ １歳半～
未就学児）

〈今後の上映予定〉
▼６月13日（土）・14日（日）
　｢レナードの朝｣（1990年）
▼７月11日（土）・12日（日）
　｢コンタクト｣（1997年）
▼７月26日（日）こども映画会
　｢バック トゥ ザ フューチャー｣
　（2003年）
※上映内容は変更になる場合が
あります。

※８月以降の予定も随時お知ら
せします。

　本年度から、０～２歳児対象
のおはなし会｢おはなしのゆり
かご｣を豊岡市民プラザほっと
ステージ（アイティ７階）でも開
催します。
　会場では、絵本の貸し出しも
行います。図書館利用者カード
をお持ちください。
◆毎月第３水曜日9：40～、
　10：40～

■図書館の資料はホームページから検索・予約できます。
　http://www3.city.toyooka.lg.jp/toyolib/index.html　　メールアドレスtoyolib@city.toyooka.lg.jp
　http://lib.city.toyooka.lg.jp〔５月１日（金）午前９時頃～予定〕
■開館時間　午前10時～午後6時　※本館（金・土）午前10時～午後7時
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　子育てセンターでは、子育て中の保護者を応援するためのいろいろな活動をしています。
下記事業には、地域以外の方でも参加できます。
※場所の表示がない活動は、各センターで行います。
※持ち物のないものは申込時に確認してください。

子育て総合センター　☎24-4604
（JR豊岡駅前アイティ7階）火曜日休館

出石子育てセンター　☎52-6188
（出石庁舎1階）日・月曜日休館

但東子育てセンター　☎21-9079
（但東市民センター）日・月曜日休館

城崎子育てセンター　☎32-4666
（城崎庁舎2階）日・月曜日休館

日高子育てセンター　☎42-4610
（日高庁舎3階）月・第1土・第1以外の日曜日休館

えほんのとびら

おやこっこ運動遊び　しばっこ広場（アイティ７階）

動く・こどもの館号がやってくる　おたのしみ広場

日　時 14日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 すべり台、手押し車　など

日　時 20日（水）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ペープサート、手遊び、絵本の読み聞かせ、うた

日　時 ８日（金）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 図書館司書による絵本の読み聞かせ

日　時 15日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 ２歳くらいまでの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 保健師のミニ講話、相談、親子遊び、交流、計測　など
持ち物 母子手帳

日　時 20日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 園庭の固定遊具や砂場での遊び
持ち物 タオル、帽子、お茶

日　時 13日（水）午前10時30分～11時 対　象 乳幼児と保護者
内　容 図書館司書による読み聞かせ、絵本の紹介

日　時 16日（土）午前11時～正午 申込開始 11日（月）
対　象 乳幼児・小学生と保護者　先着130人
内　容 いろいろ体験（親子遊び、人形劇、ペープサート　など）
その他 ・姫路の｢こどもの館｣の活動指導員による楽しい会

・整理券が必要（各子育てセンターにあり）

日　時 29日（金）午後１時30分～２時30分 申込開始 21日（木）
対　象 ２歳の幼児と保護者　先着15組
内　容 フープ・筒太鼓を使ったリズム遊び、即時反応　など

日　時 19日（火）午前10時30分～11時30分
申込期限 15日（金）まで
対　象 ０歳の乳児と保護者　先着20組
内　容 ベビーマッサージ、お母さんの交流会
講　師 ベビーマッサージインストラクター　土生田尚子さん

日　時 22日（金）午後１時30分～３時30分 申込開始 13日（水）
対　象 子育て中の保護者　先着20人（一時保育15人）
内　容 子どもの心の発達とかかわりのポイント
次回の案内 日時：６月10日（水）、申込開始：５月27日（水）

そとあそび広場　日高町民公園

パパと遊ぼうＤＡＹ！

そとあそび広場　庁舎前芝生広場　　集合：出石子育てセンター

にこにこひろば

えほんはともだち

なかよし広場

そとあそび広場　高橋認定こども園

おやこっこリズム遊び

ベビーマッサージ　城崎庁舎１階　集会室

子育ち＆親育ち講座　豊岡市民プラザ　練習室

なかよしグングン広場　豊岡市民プラザ　ほっとステージ
日　時 29日（金）午前９時30分～11時30分
対　象 ３歳以上の幼児と保護者
内　容 子どもの集団遊びや自由遊び、保護者同士の交

流、読み聞かせ、計測や子育て相談、歯科相談
スタッフ 保育士、保健師、看護師（助産師）、歯科衛生士、図書館司書、図書館児童ボランティア

日　時 26日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 砂遊び、貝殻拾い　など
持ち物 着替え、帽子、砂遊び用玩具（必要な方）

日　時 15日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児とお父さん　※お母さんも大歓迎！
内　容 カラフルボール遊び、いろいろ親子遊び

日　時 ９日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内容 親子ふれあい遊び

日　時 12日（火）・26日（火）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 遊具での遊び、絵本の読み聞かせ　など

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野町和田）月曜日休館

そとあそび広場　気比の浜　※悪天候時は中止

パパと遊ぼうデー　城崎地区公民館（城崎庁舎３階） 多目的ホール

日　時 27日（水）午後１時30分～２時45分 申込開始 18日（月）
対　象 １、２歳の幼児と保護者　先着20組
内　容 楽しい親子運動遊び その他 雨天時は子育て総合センター

わいわいコーラス

なかよし広場

親と子どものための小さなおんがっかい

なかよし広場

日　時 12日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ピアノに合わせて季節の歌や話題の歌を歌う

日　時 28日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 １歳くらいまでの乳児と保護者、妊婦
内　容 保健師によるミニ講話～予防接種について～、計測、相談

日　時 28日（木）午後２時～３時
対　象 乳幼児と保護者　先着30組
内　容 音楽ユニットCue　マリンバ＆バイオリンコンサート

日　時 13日（水）午前10時～正午
対　象 １歳くらいまでの乳児とお母さん、妊婦も大歓迎
内　容 保健師のプチ講話、身体測定、ベビー体操、乾布摩擦、お母さんへ読み聞かせ

つどいの広場/５月
←最新情報は
　こちらまで

ママの“ためになるクッキング”　豊岡地区公民館
日　時 14日（木）午前９時45分～午後１時30分 申込開始 ８日（金）
対　象 子育て中の保護者　先着20人（一時保育15人）
講　師 管理栄養士　田中香代子さん 費　用 600円（１家族）

なかよし広場　豊岡市民プラザ　ほっとステージ
日　時 20日（水）午前９時30分～11時30分
対　象 ３歳までの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 子どもの自由遊びや交流、読み聞かせ、計測や子育て相談
スタッフ 保育士、保健師、看護師(助産師）、図書館司書、図書館児童ボランティア

そとあそび広場　休暇村広場
日　時 27日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 段ボールで草山すべり

登録子育てグループ元気ing会員  二次募集
対象・定員　豊岡地域在住の平成23年４月生～平成27
年３月生の乳幼児と保護者　30組
申込み方法　６月11日（木）～18日（木）に次のいずれか
①申込書を子育て総合センターに提出
②ハガキで住所、氏名（親子）、子どもの生年月日と年
齢、電話番号を郵送　※ＦＡＸ不可
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