
10月の行事予定10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

家族でとしょかん映画会
◆日時　10月17日（土）・18日（日）午前10時30分～・午後１時30分～
◆場所　図書館本館　２階　視聴覚・講演室
◆上映作品　午前10時30分～｢ライフ オブ パイ｣2012年　127分　
　　　　　　午後１時30分～｢スノーホワイト」2012年　127分　
◆一時保育　10月８日（木）までに申込み
日 曜日 時間 場所 行事名
１ 木 11：00 城崎 ほっぺとえほん　乳 幼
２ 金

３ 土
９：30 城崎 きのさき見て歩き　第４回　温泉寺見学　般

10：30 竹野 テーマであそぼ｢まつりだっ　ワッショイ！｣（工作：きらきらヨーヨー）　幼 児
10：30 但東 おはなしのもり・子ども工作（工作：ハロウィンマスク）　幼 児

４ 日
５ 月
６ 火 休館日

７ 水
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
11：00 本館 おはなしのゆりかご　乳

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

10 土 10：30 城崎 おはなしランド（工作：きらきら万華鏡）　幼 児
10：30 日高 絵本からのおくりもの　幼 児

11 日
12 月 休館日
13 火 休館日
14 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

15 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

16 金

17 土
10：30 本館 家族でとしょかん映画会｢ライフ オブ パイ｣（2012年・127分）　児 般

13：30 本館 家族でとしょかん映画会｢スノーホワイト｣（2012年・127分）　児 般

18 日
10：30 本館 家族でとしょかん映画会｢ライフ オブ パイ｣（2012年・127分）　児 般

13：30 本館 家族でとしょかん映画会｢スノーホワイト｣（2012年・127分）　児 般
19 月
20 火 休館日
21 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

22 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

23 金
24 土 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

25 日 10：00 本館 図書館まつり
14：00 出石 としょかん・くらぶ　児

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

29 木
30 金 休館日（図書整理日）
31 土

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

図書館まつり
◆日にち　10月25日（日）
◆場所　図書館本館
◆内容　
○本の交換会
　持ち寄った本を交換できる、
ミニコーナーがあります。

○大人のお話会
　耳からの物語体験をどうぞ。
○図書館クイズ大会
　図書館に関する質問に挑戦！
○朗読と演奏会の夕べ
　夜のくつろいだ雰囲気の図書
館で、本の朗読と器楽演奏を
楽しんでください。

※以下は申込みが必要です。
○子ども図書館員体験
　カウンター業務などの体験
対象：小学５・６年生（先着４人）
○子ども折り紙教室
　水嶋　勉さんの指導による折
り紙作品作り

対象：５歳以上の子ども（先着20
人）

○本のブッカーかけ体験
　自分の本にカバー用フィルム
をかける体験

対象：大人（先着10人・１人あた
り１冊）

※詳細は、図書館ホームページや
チラシなどでお知らせします。

申込開始　10月５日（月）
《申込み・問合せ》図書館本館
☎23-6151
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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

日　時 23日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ヤギとの触れ合い、広い芝生の上で遊ぶ

日　時 18日（日）午前10時～11時30分（子育てセンター出店時間）
対　象 子育て中の親子、家族、関心のある人は誰でも
内　容 ヨーヨー釣り（１回50円）、しゃぼん玉など

パパと遊ぼうDAY！

竹野福祉まつり　竹野健康福祉センター

なかよし広場　ほっとステージ

親子運動遊び

とよおか家族の日　親子３B体操　合橋地区公民館　３階　多目的ホール

但東福祉まつり　但東健康福祉センター

そとあそび広場　日本・モンゴル民族博物館

日　時 23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
内　容 栄養士のミニ講話、計測、触れ合い遊び、子育て相談

日　時 ６、20日の火曜日　午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ６日…お話タペストリー、20日…絵本作り（材料費いずれも200円）

日　時 ３日（土）午前10時～正午
対　象 乳幼児とその家族（パパ、おじいちゃん、おばあちゃんも来てね！）
内　容 ０歳から大人まで楽しめます
持ち物 新聞１日分、お茶、運動靴（子どもは裸足）

日　時 30日（金）午前10時30分～11時30分
申込期限 29日（木）
対　象 ２歳以上の幼児と保護者15組
内　容 いろいろリズム遊び（フープ、カスタネット、ドレミでピョンピョン）

日　時 10日29日（木）午後１時30分～３時30分
申込期限 19日（月）
対　象 子育て中の保護者20人（一時保育は15人）
内　容 きょうだいの育て方

なかよし広場

そとあそび広場　菊屋島運動公園

とよおか家族の日　家族うんどう会　中竹野ふるさと館

リズムで遊ぼう!!　パン★パンダ　城崎庁舎３階多目的ホール

作って楽しもう！

とよおか家族の日　パパと遊ぼうDAY！

わいわいコーラス

そとあそび広場　国民休暇村竹野海岸

日　時 18日（日）午前10時～午後３時
対　象 子育て親子（家族みんなでお越しください）
内　容 手作りコーナー（センターとして出店）、バザー、展示

日　時 14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 保健師のはなし｢病気の予防（風邪予防）・事故防止｣、交流ほか

日　時 18日（日）午前９時30分～午後１時
対　象 子育て親子、小・中学生、一般（誰でも楽しめます）
内　容 ゲームと着せ替えコーナー

つどいの広場/10月
←最新情報は
　こちらから

マタニティママ交流広場　ほっとステージ

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野町和田）月曜日休館

日　時 ６日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 たこ揚げ、かざ車ほか 持ち物 帽子、お茶、タオル、運動靴

日　時 30日（金）午後１時30分～３時 申込開始 15日（木）
対　象 １歳以上の幼児と家族30組
内　容 楽しい親子遊び
講　師 生涯学習サポート兵庫　榎本英樹さん

日　時 22日（木）午後１時30分～２時30分 申込開始 14日（水）
対　象 ４カ月以上の乳幼児（抱っこできる子ども）と保護者40組
講　師 インストラクター　西村　淳さん

日　時 11月５日（木）午後１時30分～２時45分 申込開始 23日（金）
対　象 乳幼児と保護者20組
内　容 絵本の読み聞かせ（親子向け）と絵本についての話（保護者向け）
講　師 図書館読み聞かせボランティア

日　時 11月８日（日）午前10時～11時15分 申込開始 26日（月）
対　象 １、２歳の幼児とお父さん20組　※お母さんもOK
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 16日（金）午前９時30分～11時30分 対　象 妊婦
内　容 マタニティヨガ、妊婦同士や先輩ママとの交流、いろいろ相談
スタッフ 助産師、栄養士、保育士ほか

10月の子育ち親育ち講座　豊岡市民プラザ練習室

みんなで遊びまSHOW！　子育て学習室

日　時 21日（水）　午前９時30分～11時30分
対　象 ３歳ぐ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、計測、子育て相談、本の貸出・返却
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

ベビービクス　ほっとステージ

子どもと絵本講座　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

日　時 14日（水）午前10時30分～11時30分
申込開始 ６日（火）
対　象 乳幼児と保護者15組
内　容 親子触れ合い体操、保護者のストレッチ
講　師 日本３B体操協会　西垣満子さん、木村美保さん

日　時 21日（水）午前10時30分～11時30分 申込開始 ７日（水）
対　象 乳幼児と保護者12組
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 11月１日（日）午前10時30分～11時45分 申込期限 31日（土）
内　容 ３B体操＆音楽ミニコンサート
出　演 フォークソンググループ　チャンポンメン
講　師 日本３B体操協会　永尾恵子さん

日　時 13日（火）午前10時～11時30分 対　象 乳幼児と保護者
内　容 福祉まつりのステージ発表の練習

日　時 29日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 秋の遊歩道を散策しよう

日　時 ４日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 親子触れ合い遊び

出石福祉まつり　ひぼこホール

なかよし広場

そとあそび広場　出石庁舎前芝生広場
日　時 ８日（木）午前10時30分～11時30分　雨天時はセンター内
対　象 乳幼児と保護者 持ち物 お茶、帽子
内　容 すべり台、手押し車、三輪車、しゃぼん玉ほか

おたのしみ広場

そとあそび広場　日高町民公園
日　時 13、27日の火曜日　午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 絵本の読み聞かせ、固定遊具で遊ぶ
その他 雨天、公園のコンディションが悪いときは中止

日　時 28日（水）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 触れ合い遊び、ミニシアターなど
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