
1月の行事予定1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 休館日
２ 土 休館日
３ 日 休館日
４ 月 休館日（図書整理日）
５ 火 休館日

６ 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

７ 木 11：00 城崎 ほっぺとえほん　乳 幼

８ 金

９ 土

10：10 本館 土曜としょかん（工作：パクパクおしし）　幼 児

10：30 城崎 おはなしランド（工作：おさるさんのくるくるごま）　幼 児

10：30 竹野 テーマであそぼ｢ウッキッキー・さるですよ！」
（工作：木登りおさる）　幼 児

10：30 日高 絵本からのおくりもの　幼 児

10：30 但東 おはなしのもり（季節の工作）　幼 児

10 日
11 月 休館日
12 火 休館日　城崎分館特別図書整理日（～14日まで）
13 水 14：00 本館 いっしょにおはなし会　幼

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

16 土
13：30 本館 としょかん映画会｢巴里のアメリカ人｣（1951年･113分）　般

14：00 竹野 新春かるた大会（竹野地区公民館多目的ホール）　幼 児 中 般

17 日 13：30 本館 としょかん映画会｢巴里のアメリカ人｣（1951年・113分）　般

18 月 竹野分館特別図書整理日（～20日まで）
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

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 読み聞かせ勉強会　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 日高分館特別図書整理日（～27日まで）
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
31 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

竹野分館
 
日時　１月16日（土）午後２時～
場所　竹野地区公民館　多目的

ホール（竹野庁舎　２階）
内容　第一部　かるた大会
　　　第二部　百人一首大会
対象　幼稚園以上
申込期限　１月13日（水）
《問合せ》図書館竹野分館
　☎21-9078

　蔵書点検や書架整理などの館
内整備を行うため、以下のとお
り休館します。
　期間中の図書返却は、ブック
ポストまたは整理期間外の図書
館を利用してください。
城崎分館 １月12日（火）～14日（木）
竹野分館 １月18日（月）～20日（水）
日高分館 １月25日（月）～27日（水）
出石分館 ２月１日（月）～３日（水）
本館 ２月８日（月）～17日（水）

但東分館 ２月22日（月）～24日（水）
※１月11日（月）・２月11日（木）
は祝日のため、１月29日（金）・
２月29日（月）は通常の図書整
理日のため全館休館します。

《問合せ》図書館本館☎23-6151

第10回新春かるた大会

特別図書整理による休館
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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

おやこっこクッキングⅡ　子育て学習室

ママとパパ　夫婦で子育ち＆親育ち講座　練習室

日　時 20日（水）午前10時30分～11時30分
申込開始 ６日（水）
対　象 乳幼児と保護者　15組
内　容 身近な材料を使って、節分の豆入れ作り

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
持ち物 母子手帳

日　時 ２月５日（金）午後１時30分～３時30分 申込開始 25日（月）
対　象 ３歳以上の幼児と保護者　15組
内　容 簡単押し寿司を作ろう 参加費 １組200円

日　時 31日（日）午前10時～正午 申込開始 18日（月）
対　象 子育て中の両親　10組（一時保育15人）
内　容 子育ては仕事ではない　夫婦でできる役割分担
講　師 子育て総合センター所長　永田由紀（臨床発達心理士）

パパと遊ぼうＤＡＹ！

おでかけ広場　八代地区公民館

なかよし広場

節分グッズ作り

なかよし広場
日　時 ２月10日（水）午後１時30分～２時45分
申込開始 28日（木）
対　象 ６カ月～１歳６カ月の乳幼児と保護者　25組
内　容 手遊び＆ふれあい遊び、お母さん同士の交流

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　20人（一時保育15人）
内　容 子どもの言い分（子どもの言い訳に耳を傾けよう）

日　時 24日（日）午前10時～11時15分
申込開始 14日（木）
対　象 ２歳以上の幼児とその保護者　20組
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 13日（水）午前10時30分～11時15分
申込期限 12日（火）
対　象 乳幼児と保護者　50人
内　容 パネルシアター、ブラックシアター

手遊び＆ふれあい遊び講座　子育て学習室

１月の子育ち＆親育ち講座　豊岡市民プラザ　練習室

パパと遊ぼうデー おやこっこ運動遊び　子育て学習室

わくわくパネルシアター　城崎庁舎１階　集会室

運動遊び

日　時 13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、絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊び　ほか

日　時 23日（土）午前10時15分～午後１時30分
申込期限 20日（水）
対　象 乳幼児とその家族　40組
内　容 こま回し、羽根つき、お手玉遊び、福笑い、かるた、わらべ歌
参加費 昼食代として１食につき150円

日　時 13日（水）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 手遊び、ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ　ほか

つどいの広場/1月
←最新情報は
　こちらから

日　時 14日（木）午後１時30分～３時30分
申込開始 ４日（月）
対　象 子育て中の保護者　10人
内　容 牛乳パックでイスを作ろう！

日　時 15日（金）午後１時30分～２時45分
申込開始 ６日（水）
対　象 ４カ月～１歳までの乳児と保護者　20人
内　容 ベビーマッサージ、スキンシップの話、参加者の交流
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 20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、児童図書ボランティア

日　時
①ほっとたいむ ４日（月）、28日（木）午前11時～
②わらべうた遊び ６日（水）午前11時～
③おやこふれあいたいむ 21日（木）午前10時30分～

対　象 乳幼児と保護者
場　所 ふれあい広場
内　容 ①唱歌や童謡を歌う　②わらべうたやいろいろな遊び　③紙芝居やいろいろな遊び

日　時 13日（水）、18日（月）、27日（水）、28日（木）　午後１時30分～
25日（月）午前10時15分～11時30分　※前日までに申込み

対　象 乳幼児と保護者
内　容 雪遊び（雪玉遊び、そり遊び　ほか）

日　時 20日（水）午後１時30分～２時30分
申込開始 ８日（金）
対　象 ３歳以上の幼児と保護者　15組
内　容 カスタネット・フープを使ったリズム遊び、ダンスなど

お母さんの手作り広場Ⅱ　子育て学習室

ほっとたいむ＆わらべうた遊び＆おやこふれあいたいむ

ゆきあそび広場　しばっこ広場

ベビーマッサージ講座　子育て学習室

なかよし広場　子育て学習室

おやこっこリズム遊び　子育て学習室

にこにこひろば

伝承遊び　出石子育てセンターおよび弘道地区公民館

みんなであそぼう！

日　時 ９日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　※家族みんなで来てください
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 20日（水）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 手作りおもちゃ、ミニシアター、ダンスほか

日　時 28日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 １歳までくらいの乳児と保護者、妊婦
内　容 保健師ミニ講話～けが、事故予防の話～、計測、個別相談

日　時 12日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 季節の歌やなつかしい童謡、唱歌を歌う、福笑い

日　時 29日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 いろいろコーナー遊び、いろいろゲームほか

日　時 19日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　※家族みんなで来てください
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 13日（水）午前10時～正午
対　象 １歳までくらいの乳児と保護者、妊婦
内　容 保健師ミニ講話、計測、赤ちゃん体操、乾布摩擦、ママの体操
持ち物 ハンドタオル、バスタオル、飲み物

わいわいコーラス＆お正月あそび

おでかけ広場　城崎地区公民館　多目的ホール

なかよし広場

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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