
　国の地域活性化交付金事業で、5,401冊の図書
を購入しました。
　調べ学習に対応する参考図書、図鑑・辞書・地図
類の更新、絵本の買い替え、また、温泉や北前船
などの郷土に関する資料の充実を図りました。

　開館13年目を迎えた図書館は、昨年、分館ネッ
トワーク整備を完了し、一層身近に感じられる
ようになっています。
　暮らしの中の情報基地として、教養やレクリ
エーション、調査研究に、ぜひ、利用ください。

雨の本
＜ 一 般 ＞

雨と日本人
宮尾　孝 著（丸善）

　日本で生まれ育ったからには、四季
折々の雨と付き合わないではいられま
せん。文芸に限らず、芸術にもよく登
場する雨。日本人と雨との付き合い方
を、時に古典をひも解きながら、気象
庁出身の著者が楽しく綴るエッセイ。

＜ じ ど う ＞
あめの日のおさんぽ
シェフラー  文／ヴェンセル 絵
若林ひとみ 訳（文化出版局）

　雨の日、ぼくはレインコートを着て、
おばあちゃんと犬のルーカスと一緒に
散歩に出かけた。水たまり、軒下で雨
宿りしている小鳥たち、そして雨がた
っぷりしみ込んだ森のにおい…。雨の
日の散歩は新しい発見でいっぱいだ。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

6月の行事予定

図書館の資料はホームページから検索・予約できます。
http://www3.city.toyooka.lg.jp/toyolib/index.html
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）および日高分館（金）  午前10時～午後7時

■図書館本館、分館の連絡先および所在地
本館 ☎23-6151（京町５-28） 日高 ☎21-9060（日高総合支所１階）
城崎 ☎21-9072（城崎総合支所２階） 出石 ☎21-9010（出石総合支所１階）
竹野 ☎21-9078（竹野総合支所３階） 但東 ☎21-9036（但東市民センター１階）

6月の行事予定

※詳細は、各館へ問い合わせください。

乳０～２歳　幼３～５歳
児６歳～　　般一般

日 曜日 時間 場所 行事名

1 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

11：00～ おはなしのゆりかご　乳

2 木 10：30～ 城崎 ほっぺとえほん　乳

13：30～ 本館 読み聞かせステップアップ講演会（第１回）　 般

3 金

4 土 10：30～ 竹野 わたしたちのトライやるな読み聞かせ　幼 児

但東 おはなしのもり　幼 児

5 日
6 月
7 火 （休館日）
8 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

9 木
10 金 14：00～ 出石 読み聞かせ講演会（第１回）　般

11 土

10：10～ 本館 土曜としょかん　幼 児

10：30～

城崎 おはなしランド　幼 児

竹野 テーマであそぼ！
「すてきな　はなよめさん♥」　幼 児

日高 絵本からのおくりもの　幼 児

12 日
13 月
14 火 （休館日）
15 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

16 木 13：30～ 本館 読み聞かせステップアップ講演会（第２回）　 般

17 金
18 土 15：00～ 但東 切り紙Art　般

19 日 13：20～ 本館 第３回古文書講座（初級）　般

15：00～ 第３回古文書講座（中級）　般

20 月
21 火 （休館日）
22 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

23 木 10：30～ 城崎 ほっぺとえほん（城崎子育てセンター）　乳

出石 えほんのとびら　乳 幼

24 金 14：00～ 出石 読み聞かせ講演会（第２回）　般

25 土 10：30～ 竹野 おはなしミッケ！　幼 児

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

26 日 14：00～ 出石 としょかん・くらぶ　児

27 月
28 火 （休館日）
29 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼 児

30 木 （休館日）
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6月の予定
　市内６カ所の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。
　参加費は無料で、どなたでも参加できます。
※詳細は、各センターに問い合わせください。
※定員があるものは、事前に申し込みください。
※場所の表示がない活動は、各センターで行います。

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
（出石総合支所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

新聞紙遊び
日　時 ８日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 新聞紙を使った遊び（１日分の新聞紙を持参）

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ＆わらべうた遊び

日　時
①わらべうた遊び ３日（金）午前11時～
②ほっとたいむ ６日（月）、23日（木）午前11時～
③おやこふれあいたいむ 27日（月）午前10時30分～

対　象 乳幼児と保護者

内　容 ①わらべうたや折り紙あそび　②唱歌や童謡をうたう
③紙芝居やいろいろな遊び

その他 午前中は身長や体重の計測をします。

城崎子育てセンター　☎32-4666
（城崎総合支所２階）日・月曜日休館

日高子育てセンター　☎42-4610
（日高総合支所３階）月・第１土・第１以外の日曜日休館

日　時 ５日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者（お母さん、きょうだい、祖父母の参加可）
内　容 親子ふれあい遊び

パパと遊ぼうＤ
　デ 　 ー 　

ＡＹ！

竹野子育てセンター　☎47-2030
月曜日休館

パパと遊ぼうデー ｢親子遊び｣
日　時 11日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 パネルシアター、手遊び・うた

絵本の読み聞かせと折り紙
日　時 23日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 読み聞かせと折り紙指導

パパと遊ぼうデー“親子ふれあい運動あそび”
日　時 28日（火）午前10時30分～11時30分
場　所 城崎総合支所　集会室
対　象 乳幼児と保護者　15組
募集期間 １日（水）～18日（土）

ベビーマッサージ教室
日　時 15日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
講　師 細川智子さん
持ち物 バスタオル、フェイスタオル　各１枚
募集期間 １日（水）～10日（金）

子育てミニ講話
日　時 23日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 保健師の話　トイレトレーニング～いつどう始めたらいい？～

わいわいコーラス♪♪
日　時 14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、唱歌を楽しく歌う。

お母さんの手作り広場１
日　時 30日（木）午後１時30分～３時30分
対　象 子育て中の保護者　先着10人
内　容 牛乳パックでいすを作ろう！
持ち物 牛乳パック（１リットルサイズ20本）、ボンド、布、はさみ、布ガムテープ　など
申込期限 15日（水）～27日（月）

交通安全教室
日　時 ７日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 交通安全指導。豊岡北警察署から白バイ、パトカー来場。

こどものからだ育ち講座－母乳の話－
日　時 ７月４日（月）午後１時30分～３時30分
場　所 豊岡市民プラザ　市民活動室
対　象 子育て中の保護者　20人（保育は15人まで）
内　容 母乳の話、乳幼児期の食生活について　など
講　師 助産師　井垣享子さん
申込期間 20日（月）～７月１日（金）

家族運動会（パパも一緒に遊ぼうデー）
日　時 ４日（土）午前９時45分～正午
場　所 中竹野ふるさと館
対　象 乳幼児と保護者、家族
内　容 家族みんなが参加できる楽しい運動会
持ち物 上履き（大人のみ）、新聞紙１日分、お茶、タオル

わらべうた＆製作
日　時 22日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子で楽しむわらべうた、折り紙：アンパンマンシリーズ「ドキンちゃん」

絵本の読み聞かせの会
日　時 ９日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 図書館司書による絵本の読み聞かせ

パパと遊ぼうデー“講話と実技　おやこっこ運動遊び”
日　時 26日（日）午後１時30分～３時30分

対　象 講話：子育て中の保護者、運動遊びに関心のある方など　40人
実技：２歳以上の幼児とお父さん（お母さん、きょうだいの参加可）　25組

内　容 講話「幼児期だからこそ運動遊び」、実技：親子で運動遊び
講　師 こども育成課　仲義　健
申込期間 ８日（水）～22日（水）

おやこっこリズム遊び
日　時 24日（金）午後１時30分～２時30分
対　象 ２歳の幼児と保護者　15組
内　容 親子遊び、リズム遊び、ダンスなど
申込期間 ６日（月）～22日（水）

子育ち＆親育ち講座
日　時 29日（水）午後１時30分～３時30分
場　所 豊岡市民プラザ　練習室
対　象 子育て中の保護者　20人（保育は15人まで）
内　容 子どものこころの発達としつけのポイント
申込期間 15日（水）～27日（月）

おはなし広場
日　時 ４日（土）、18日（土）、25日（土）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本や紙芝居の読み聞かせ

なかよし広場
日　時 22日（水）午前９時30分～11時30分
場　所 豊岡市民プラザ　ほっとステージ
対　象 ２歳ぐらい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、計測や子育て相談
スタッフ 保育士、保健師、看護師（助産師）、子育て支援ボランティア

マタニティママ交流広場
日　時 27日（月）午前９時45分～11時30分
場　所 豊岡市民プラザ　ほっとステージ
対　象 妊婦

内　容 ・妊婦同士や先輩ママとの交流
・マタニティヨガ　・なんでも相談

スタッフ 助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士、保育士

パパと遊ぼうデー｢親子運動遊び｣
日　時 18日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子ふれあい遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）
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