
8月の行事予定8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 土 10：00 竹野 夏休み小学生工作教室（竹野庁舎２階第１・第２研修室）　児

14：00 本館 おはなし会　幼 児

２ 日
３ 月 10：00 竹野 点子ちゃんの点字教室②（竹野庁舎２階第２研修室）（小学生以上）
４ 火

５ 水
10：30 竹野 にじっこ絵本（竹野子育てセンター）　乳 幼

11：00 本館 おはなしのゆりかご　乳

11：00 城崎 ほっぺとえほん　乳 幼

14：00 城崎 てづくり　まい・ぶっく　児

６ 木 13：30 本館 手作り絵本教室③　児

７ 金 10：10 本館 夏休み子ども点字絵日記教室③　児

８ 土

10：30 本館 としょかん映画会｢ベスト・キッド｣（2010年・140分）　児 般

10：30 城崎 おはなしランド（工作：ＣＤスライダー）　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｢メンフィス・ベル｣（1990年・107分）　般

14：00 本館 おはなし会　幼 児

14：00 但東 夏休み子どもルンルン工作第２弾（小学３・４年生）　児

17：00 本館 夕ぐれ映画会｢ナイトミュージアム｣（2007年・109分）　児 般

９ 日
10：30 本館 としょかん映画会｢ベスト・キッド｣（2010年・140分）　児 般

13：30 本館 としょかん映画会｢メンフィス・ベル｣（1990年・107分）　般

14：00 但東 夏休み子どもルンルン工作第３弾（小学５・６年生）
10 月
11 火 休館日
12 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

13 木
14 金
15 土
16 日 10：30

13：30 本館
夏休み映画会｢インディ・ジョーンズ　レイダ
ース失われたアーク｣（1981年・115分）　児 般

17 月
18 火 休館日
19 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

20 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

13：30 本館 手作り絵本教室④　児

21 金 10：10 本館 夏休み子ども点字絵日記教室④　児

10：30 但東 えほんはともだち（但東子育てセンター）　乳 幼

22 土
10：00 本館 リサイクルブックフェア（～23日、両日とも午後３時まで）
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

23 日 14：00 出石 としょかん・くらぶ　児

24 月 13：30 竹野 夏休みおたのしみ会（竹野地区公民館）　幼 児

25 火 休館日
26 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

27 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

13：30 本館 手作り絵本教室⑤　児

28 金
29 土 10：30 竹野 おはなしミッケ！　幼 児

14：00 本館 おはなし会　幼 児

30 日 18：45 本館 夏の夜のおはなし会　児

31 月 休館日（図書整理日）

レッツゴー図書館
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）

■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

本館
ぬいぐるみの図書館おとまり会
　仲良しのぬいぐるみと一緒に
おはなし会に参加しよう。その
後、ぬいぐるみは図書館でお泊
まりし、夜の館内を探検します。
翌日ぬいぐるみを迎えに来てく
ださい。
◆日時　９月５日（土）午後４時
～（おはなし会）※ぬいぐるみ
は６日（日）午後３時以降に迎
え

◆場所　図書館本館
◆対象　３歳～小学２年生で利
用者カードのある方（保護者
のカード可）

◆定員　20人（ぬいぐるみは１
人につき一つ）

◆申込み　８月19日（水）午前10
時から、電話または来館
《問合せ》図書館本館☎23-6151

竹野分館
夏休みおたのしみ会　おはなし
のへや夏のつどい
◆日時　８月24日（月）午後１時
30分～

◆場所　竹野庁舎　２階　竹野
地区公民館多目的ホール

◆内容　人形劇・絵本の読み聞
かせ・歌など。終了後、かき
氷大会

◆対象　幼児、児童　
《問合せ》竹野分館☎21-9078

広報とよおか 2015（平成27）年8月号　 30



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

すくすくまつり　竹野子育てセンター園庭

日　時 19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 歯科衛生士の話、子育て相談、親子交流ほか

日　時 ５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、しゃぼん玉、おもちゃの金魚すくい　ほか
持ち物 ぬれてもよい服装、タオル、サンダル、お茶、着替え、帽子

日　時 21日（金）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 図書館司書による読み聞かせ

日　時 20日（木）午後５時～６時30分
対　象 乳幼児、小学生と保護者、一般
内　容 楽しい露店（午後４時30分からチケットを販売）

パパと遊ぼうＤＡＹ！運動遊び

おでかけ広場（西気）　西気地区公民館

パパとあそぼうデー　子育て学習室、しばっこ広場

なかよし広場

そとあそび広場　但東子育てセンター外庭

ベビーマッサージ

えほんはともだち

日　時 28日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 ３歳までの乳幼児と保護者、妊婦
持ち物 母子手帳
内　容 保健師のミニ講話、計測、ふれあい遊び、子育て相談

日　時 27日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本の読み聞かせとわらべうた遊び

日　時 ４日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 幼児と保護者 持ち物 飲み物、タオル
内　容 運動遊び指導員による運動遊び

日　時 ９月４日（金）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 ぬれてもよい服装、着替え、タオル、帽子、お茶

日　時 ３日（月）、10日（月）、12日（水）午後１時30分～
対　象 乳幼児と保護者 申込期限 前日まで
内　容 自由に水遊び

日　時 ５日（水）午前10時30分～11時30分
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

なかよし広場

絵本の読み聞かせ

運動遊び

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）

にじっこ絵本

そとあそび広場　竹野子育てセンター園庭

パパと遊ぼうデー

絵本の読み聞かせの会

おたのしみ広場

日　時 26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

日　時 29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 シャワーを作って水遊びしよう

日　時 20日（木）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

日　時 ２日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 幼児と保護者
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 ５日（水）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 プール遊び、ミニシアターほか　※雨天の場合はおもちゃ制作
その他 お茶、水着、タオル、帽子、サンダルなど

日　時 26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、ミニシアターほか

つどいの広場/８月
←最新情報は
　こちらから

みずあそび広場　しばっこ広場

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野町和田）月曜日休館

日　時 ９月４日（金）午後１時30分～３時30分 申込開始 ８月21日（金）
対　象 子育て中の保護者20人（一時保育15人）
内　容 子どもの食事について、食材を使った実演、食育Q＆Aほか
講　師 管理栄養士　田中香代子さん

日　時 19日（水）午後１時30分～２時30分 申込開始 ５日（水）
対　象 ０歳（４カ月以上）の乳児と保護者20組
内　容 親子リズム遊び、ベビーダンスほか

日　時 21日（金）午後１時30分～２時45分 申込開始 ６日（木）
対　象 ２歳以上の幼児と保護者20組　※きょうだいの参加大歓迎
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 26日（水）午後１時30分～３時30分 申込開始 17日（月）
対　象 子育て中の保護者20人（一時保育15人）
内　容 自発性が育たないと自己主張はできない

食育講座Ⅲ　子どもと食事　豊岡市民プラザ練習室

おやこっこリズム遊び　子育て学習室

おやこっこ運動遊び　子育て学習室、しばっこ広場

８月の子育ち＆親育ち講座　豊岡市民プラザ練習室

日　時 18日（火）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、絵本の読み聞かせ、手遊び、うた

にこにこひろば

日　時 19日（水）午前９時30分～11時30分
対　象 ３歳くらいまでの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 自由遊び、読み聞かせ、本の貸出＆返却、計測や子育て相談
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

日　時 ９日（日）午前10時～11時10分
対　象 乳幼児とお父さん　※お母さんの参加もOK
内　容 水遊び、ふれあい遊び、パネルシアターほか
その他 親子ともぬれてもよい服で

なかよし広場　ほっとステージ

日　時 ９月２日（水）午前10時30分～11時30分 申込開始 19日（水）
対　象 ３カ月～１歳くらいの乳児と保護者10組
内　容 ベビーマッサージ、親子の絆を深めるアロマテラピーを学ぶ
講　師 アロマテラピーインストラクター　細川智子さん
参加費 １組300円（持ち帰り用オイル代）

日　時 ６日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 水遊び（水遊びのオムツ使用）
持ち物 お茶、バスタオル、着替え

そとあそび広場　庁舎裏玄関付近
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