
3月の行事予定3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 火 休館日

２ 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

３ 木 11：00 城崎 ほっぺとえほん　乳 幼

４ 金

５ 土

10：00 但東 リサイクルブックフェア（～13日）　般

10：30 竹野 テーマであそぼ｢だいじなともだち｣（工作：紙コップ･シューター）　幼 児

10：30 但東 おはなしのもり・子ども工作（工作：手品カード）　幼 児

６ 日 10：00 城崎 リサイクルブックフェア　般

７ 月
８ 火 休館日

９ 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

10 木
11 金 10：00 竹野 リサイクルブックフェア（～13日）　般

12 土

出石分館休館日
10：10 本館 土曜としょかん（工作：ひらひらちょうちょ）　幼 児

10：30 城崎 おはなしランド（工作：ゆらゆらおひなさま）　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｢ダ・ヴィンチ・コード｣（2006年・149分）　般

13 日 13：30 本館 としょかん映画会｢ダ・ヴィンチ・コード｣（2006年・149分）　般

14 月
15 火 休館日
16 水 ９：40 豊岡 おはなしのゆりかご（子育て総合センター子育て学習室）　乳

17 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

18 金 10：30 但東 えほんはともだち（但東子育てセンター）　乳 幼

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

24 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

25 金 10：30 日高 おたのしみ会｢わくわくランド｣　幼 児

26 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

27 日 14：00 出石 としょかん・くらぶ　児

28 月
29 火 休館日
30 水
31 木 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

リサイクルブックフェア

　日高分館　お楽しみ会
 ｢わくわくランド｣　

 
　保存期間を経過した雑誌や、
図書館で不要となった本を無料
で提供します。

但東分館　
日時　３月５日（土）～13日（日）

午前10時～
場所　但東市民センター　１階

フロア

城崎分館
日時　３月６日（日）　午前10時～
場所　城崎庁舎 ２階 大会議室

竹野分館　
日時　３月11日（金）～13日（日）

午前10時～
場所　竹野庁舎 ３階 竹野分館

内

～共通事項～
対象　図書館利用者カードを持

っている人　
冊数　一人10冊、雑誌は５冊まで
その他　持ち帰り用の袋を持参

してください。
《問合せ》各分館

日時　３月25日（金）午後１時30
分～３時30分

場所　日高庁舎 ３階 子育てホ
ール

内容　読み聞かせ、歌、工作など
対象　主に小学生（幼稚園以下

は保護者同伴）
定員　30人（先着順）
《問合せ》日高分館
　　　　　☎21-9060
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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 11日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 歯科衛生士の話、相談、親子遊び、交流　※計測はなし

パパと遊ぼうＤＡＹ！

おでかけ広場　清滝地区公民館

なかよし広場

なかよし広場

日　時 ①18日（金）②24日（木）　午前10時30分～11時30分
対　象 ①０歳の乳児と保護者②１～３歳の幼児と保護者
内　容 歌、手遊び、親子遊びなど元気ing（げんきんぐ）の活動を体験

日　時 ４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、新聞紙遊び

日　時 １日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 おひなさま作り

日　時 12日（土）午前11時～11時20分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子で歌を聴いたり、一緒に歌ったりします
歌 山根久美子さん

日　時 ８日（火）午前10時30分～11時30分
申込期限 ５日（土）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 11日（金）午前10時30分～11時30分
申込期限 10日（木）
対　象 ０歳の乳児と保護者　15組
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

元気ing（げんきんぐ）体験会　子育て学習室

おでかけ広場　城崎地区公民館　多目的ホール

おひなさま制作

メロディ♪みいつけた　城崎地区公民館　多目的ホール

パパと遊ぼうデー｢運動遊び｣　

ベビーマッサージ　城崎庁舎１階　集会室

そとあそび広場　阿金谷公園

なかよし広場

日　時 16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、手遊び、うた　ほか

日　時 24日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 手押し車やすべり台、ボールなどで遊ぶ

日　時 ９日（水）午前10時30分～11時30分
申込期限 ４日（金）
対　象 ４カ月以上の乳幼児と保護者　15組
内　容 親子で体を使って楽しく遊ぶ
講　師 キッズジムインストラクター　土生田尚子さん

つどいの広場/3月
←最新情報は
　こちらから

日　時 16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 遊び、交流、読み聞かせ、本の貸出＆返却、計測、相談
講　師 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 16日（水）午後１時30分～３時30分
申込開始 ７日（月）
対　象 子育て中の保護者　20人（一時保育15人）
内　容 ｢こんなに大切　早寝、早起き、朝ごはん｣

日　時 23日（水）午前９時30分～11時30分
対　象 妊婦※お子さんと一緒に参加できます
内　容 妊婦同士や先輩ママとの交流、マタニティビクス、相談
スタッフ 助産師、栄養士、歯科衛生士、保育士

日　時 28日（月）午前10時30分～11時30分
申込開始 17日（木）
対　象 ４カ月以上の赤ちゃんと保護者　40組
講　師 インストラクター　西村　淳さん

日　時 13日（日）午前10時～11時15分
申込開始 ４日（金）
対　象 １、２歳の幼児とお父さん20組　※お母さんの参加も歓迎
内　容 運動遊び指導員による親子運動遊び

日　時 23日（水）午前10時30分～11時30分 申込締切 16日（水）
対　象 乳幼児と保護者　40組
内　容 パネルシアター、じゃんけんゲーム、ボーリングゲーム、ビンゴ

日　時 23日（水）午前10時30分～11時30分 申込開始 ９日（水）
対　象 乳幼児と保護者　15組
内　容 わらべうた、手遊び、ふれあい遊び　ほか
講　師 ひょうごあそびの伝承師　関口和子さん

パパと遊ぼうデー おやこっこ運動遊び　子育て学習室

３月の子育ち＆親育ち講座　豊岡市民プラザ練習室

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

ベビービクス講座　豊岡市民プラザ ほっとステージ

おたのしみ交流会

あそびの伝承師がやってくる！

なかよし広場　子育て学習室

にこにこひろば

そとあそび広場　出石庁舎前芝生広場

｢まちの子育てひろば事業｣キッズジムを楽しもう！

日　時 ６日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ふれあい遊び、人形劇サークル｢ぱたぽん｣の人形劇

日　時 16日（水）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 春見つけグッズ制作

日　時 24日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者、妊婦
内　容 保健師のミニ講話～生活習慣と睡眠の話～、計測、個別相談

日　時 ３日（木）午前10時～午後０時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 おにぎりのお雛様とお内裏様
持ち物 米（１家族２合）、お茶

日　時 23日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 固定遊具で遊ぶ

日　時 ９日（水）午前10時～正午
対　象 おおむね１歳までの乳児と保護者
内　容 ベビーマッサージと３B体操
持ち物 バスタオル、ハンドタオル、飲み物

日　時 ８日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 季節の歌や懐かしい童謡、唱歌を歌う

ひなまつり

わいわいコーラス日　時
①わらべうた遊び ２日（水）午前11時～
②ほっとたいむ ７日（月）、24日（木）午前11時～
③おやこふれあいたいむ 17日（木）午前10時30分～

対　象 乳幼児と保護者
内　容 ①わらべうた遊び②唱歌や童謡を歌う③紙芝居やいろいろな遊び

わらべうた遊び＆ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ　ふれあい広場

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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