
6月の行事予定6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 月
２ 火 休館日

３ 水
11：00 本館 おはなしのゆりかご　乳

10：30 竹野 にじっこ絵本（竹野子育てセンター）　乳 幼

10：30 出石 えほんのとびら（出石子育てセンター）　乳 幼

４ 木 11：00 城崎 ほっぺとえほん　乳 幼

５ 金 ９：20 城崎 きのさき見て歩き　第２回　文学碑めぐり　般

６ 土
10：30 竹野 テーマであそぼ！｢歯をたいせつに｣（工作：動物の歯みがきセット）　幼 児

10：30 但東 おはなしのもり・子ども工作（工作：びよよ～んかえる）　幼 児

７ 日
８ 月
９ 火 休館日
10 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

11 木
12 金 10：30 但東 えほんはともだち（但東子育てセンター）　乳 幼

13 土

10：10 本館 土曜としょかん（工作：クルクルしゃぼん玉）　幼 児

10：30 城崎 おはなしランド（工作：かえるがぴょん!!）　幼 児

10：30 日高 絵本からのおくりもの　幼 児

13：30 本館 としょかん映画館｢レナードの朝｣（1990年・120分）　般

14 日 13：30 本館 としょかん映画館｢レナードの朝｣（1990年・120分）　般

15 月
16 火 休館日
17 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

18 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

19 金
20 土
21 日
22 月
23 火 休館日
24 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

25 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

26 金

27 土
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

28 日 14：00 出石 としょかん・くらぶ　児

29 月 休館日（図書整理日）
30 火 休館日

レッツゴー図書館
図書館ホームページリニューアル

新しく入った
雑誌を紹介します

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）

　市立図書館のホームページが新しくなりました。各館の行事案
内や、お知らせを随時更新しています。これまでどおり、本の検
索や予約もできます。また、子ども向けのページもあり、親子で
ご覧いただけるようになりました。
【新ホームページアドレス】http://lib.city.toyooka.lg.jp

【豊岡本館】
・STORY（女性ファッション誌）
・CNN ENGLISH EXPRESS 
（語学テキスト）
【城崎分館】
・WHAT’S　IN（音楽雑誌）
・VERY、おとなのおしゃれ手
帖（女性ファッション誌）
・ノジュール（旅・生活情報）
・おかずのクッキング（料理）
・KODOMOE（育児・教育・フ
ァッション）
・考える人（総合誌）
【日高分館】
・野生時代（文芸誌）
【出石分館】
・eclat（エクラ）（女性ファッシ
ョン誌）
　雑誌は、最新ナンバーは館内
閲覧のみとなりますが、バック
ナンバーは貸出可能です。
　所蔵している全雑誌の一覧表
は、各館に設置しています。

■図書館の資料はホームページから検索・予約できます。
　http://lib.city.toyooka.lg.jp　　　メールアドレスtoyolib@city.toyooka.lg.jp
■開館時間　午前10時～午後6時　※本館（金・土）午前10時～午後7時

スマホサイト 携帯サイト
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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

親子運動遊び

３Ｂ体操　ベビーマッサージ講座　子育て学習室

そとあそび広場　たけのこ村

日　時 17日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 おおむね２歳までの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 保健師の話「生活リズム、睡眠」、親子交流、子育て相談、計測

日　時 ９日（火）午前10時～11時
対　象 乳幼児と保護者　30組
内　容 ベビーマッサージ＆ママのためのリラックス体操
持ち物 バスタオル１枚

日　時 10日（水）午前10時30分～11時30分 申込期限 ９日（木）
対　象 おおむね２歳以上の幼児と保護者　12組

日　時 13日（土）午前10時30分～11時30分 申込開始 ５日（金）
対　象 乳幼児と保護者　定員15組
内　容 親子運動遊び

日　時 19日（金）午前10時30分～11時30分 申込開始 10日（水）
対　象 ３カ月以上おおむね１歳６カ月以下の乳幼児と保護者　15組
内　容 赤ちゃんと一緒に体操、保護者のストレッチ
講　師 日本３Ｂ体操協会　永尾恵子さん

日　時 ７月２日（木）午前10時～11時30分 申込開始 17日（水）
対　象 子育て中の保護者　15人（一時保育10人）
内　容 ｢キレない子どもに育てる｣
講　師 子育て総合センター所長　永田由紀（臨床発達心理士）

日　時 19日（金）、25日（木）午後１時30分～２時30分
対　象 ４カ月～１歳までの乳児と保護者　20組 申込開始 ８日（月）
内　容 ベビーマッサージと赤ちゃんへのスキンシップの話
講　師 日本３Ｂ体操協会　西垣満子さん　ほか

日　時 18日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 持ち物 お茶、帽子
内　容 散歩、しゃぼん玉、かざぐるま　※雨天時はセンターで遊ぶ

日　時 24日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 自然の中で遊びましょう
持ち物 お茶、タオル

日　時 19日（金）午前９時30分～11時30分
対　象 妊婦　※子どもも一緒に参加できます
内　容 マタニティビクス、妊婦同士や先輩ママとの交流、相談
スタッフ 助産師、栄養士、保育士、保健師

パパと遊ぼうＤＡＹ！

日　時 ①ほっとたいむ　１日（月）、25日（木）　午前11時～
②おやこふれあいたいむ　18日（木）　午前10時30分～

対　象 乳幼児と保護者
内　容 ①唱歌や童謡を歌う　②紙芝居やいろいろな遊び

おやこふれあいたいむ＆ほっとたいむ　ふれあい広場

なかよし広場

そとあそび広場　出石城跡芝生広場

パパと遊ぼうデー　合橋地区公民館多目的ホール

ベビービクス＆ベビー３Ｂ体操　合橋地区公民館

子育て講座

ベビーマッサージ　

マタニティママ交流広場　豊岡市民プラザほっとステージ

日　時 26日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 ３才までの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 保健師のミニ講話、計測、ふれあい遊び、子育て相談
持ち物 母子手帳

日　時 ７月１日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 水遊び、水鉄砲、まと当て　ほか  　 ※悪天候の場合は中止
持ち物 濡れても良い履物と服、着替え、タオル、帽子、お茶

日　時 10日（水）午前10時30分～11時30分
申込期限 ９日（火）
対　象 １才の幼児と保護者　15組
内　容 お手玉、ポンポンを使ったリズム遊び　など

日　時 ７月10日（金）午後１時30分～３時30分
申込開始 29日（月）
対　象 子育て中の保護者　20人（一時保育15人）
内　容 ”三つ子の魂百まで”が意味すること

日　時 ７月１日（水）午後１時30分～２時45分
申込開始 22日（月）
対　象 ６カ月～１才６カ月までの乳幼児と保護者　25組
内　容 手遊び、ふれあい遊び、お母さん同士の交流　など

日　時 20日（土）午前10時～11時15分
申込開始 10日（水）
対　象 ２歳以上の幼児とお父さん　20組　※お母さんだけの参加も可
内　容 楽しい親子運動遊び

日　時 ２日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ミュージカルとＤＶＤで楽しい講座（おまわりさんも来るよ）

日　時 ７日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 親子運動遊び

なかよし広場　城崎地区公民館（城崎庁舎３階）多目的ホール

そとあそび広場　城崎スポーツ広場（城崎浄化センター屋上）

リズムで遊ぼう‼パン★パンダ　城崎庁舎 1階　集会室

子育ち＆親育ち講座（７月）　子育て学習室

手遊び＆ふれあい遊び　子育て学習室

パパと遊ぼうデーおやこっこ運動遊び　子育て学習室

交通安全教室

運動遊び

パパとあそぼうデー

そとあそび広場　日高町民公園

おたのしみ広場

日　時 16日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
持ち物 お茶、タオル

日　時 27日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と家族（パパ大歓迎）
内　容 室内で魚つりあそび

日　時 16日（火）、30日（火）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 固定遊具や芝生広場で遊びましょう

日　時 24日（水）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子ふれあい遊び、ミニシアター　など

つどいの広場/６月
←最新情報は
　こちらから

なかよし広場　豊岡市民プラザ　ほっとステージ
日　時 17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、子育て相談
スタッフ 保健師、看護師（助産師）、保育士、図書館司書、図書館児童ボランティア

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野町和田）月曜日休館
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