
―「リサイクルブックフェア2011」―
　本館では、図書館で読み終えた本や雑誌、寄
贈いただいた本を市民の方に無料で提供する

「リサイクルブックフェア」を開催します。
　料理や手芸などの実用書やガイドブック、小
説などを提供します（約4,000冊）。

　ぜひ、お越しください。　　　　
日　時：８月６日（土）午前10時～午後３時　
場　所：図書館本館２階　視聴覚講演室　
内　容：欲しい本を１人10冊、持ち帰ることが

できます。
　　　　※持ち帰り用の袋を用意ください。

森の本
＜ 一 般 ＞

柳生真吾の雑木林はテーマパークだ！
柳生真吾 著（日本経済新聞出版社）

　八ヶ岳南麓にある雑木林「八ヶ岳倶
楽部」で暮らすさまざまな動植物の生
態を、四季折々の美しい写真とともに
紹介。自然と人との共生に心安らぎ、
森の豊かさにハッとするフォトエッ
セイ。

＜ じ ど う ＞
森へ
星野道夫　文／写真（福音館書店）

　南アラスカに広がる原生林。そこで
は、気が遠くなるような長い時間のな
かで木々やコケ、岩や倒木が互いに
絡み合い、森全体が一つの生命のよ
うです。「悠久」という言葉がぴったり
の一冊。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

7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）

8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 月 10：10～ 本館 夏休みこども点字絵日記教室（第２回）　児
2 火 （休館日）

3 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
城崎 夏休み子ども点字教室　児

11：00～ 本館 おはなしのゆりかご　乳

4 木 10：30～ 城崎 ほっぺとえほん　乳
本館 手作り絵本教室（第２回）　児

5 金

6 土

10：00～ 本館 リサイクルブックフェア　般

10：30～
竹野 テーマであそぼ！「なんでもアリスのはっけん伝」　 幼 児
日高 絵本からのおくりもの　幼 児
但東 おはなしのもり　幼 児

14：00～ 本館 おはなし会　幼 児
7 日
8 月 10：10～ 本館 夏休みこども点字絵日記教室（第３回）　児
9 火 （休館日）

10 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
竹野 点子ちゃんの点字教室（第１回）　児 般

13：30～ 但東 夏休み！子ども♪ルンルン工作（但東市民センター）　 児
11 木 13：30～ 本館 手作り絵本教室（第３回）　児
12 金 10：10～ 本館 夏休みこども点字絵日記教室（第４回）　児

13 土 10：30～ 城崎 おはなしランド　幼 児
14：00～ 本館 おはなし会　幼 児

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

竹野 点子ちゃんの点字教室（第２回）　児 般
18 木 13：30～ 本館 手作り絵本教室（第４回）　児
19 金 13：30～ 本館 ひまわり映画会　児 般

20 土
10：30～ 竹野 キッズ本楽会　児
14：00～ 本館 おはなし会　幼 児
15：00～ 但東 切り紙Art　般

21 日 13：20～ 本館 第５回古文書講座（初級）　般
15：00～ 第５回古文書講座（中級）　般

22 月
23 火 （休館日）
24 水

25 木 10：30～ 城崎 ほっぺとえほん　乳
出石 えほんのとびら　乳 幼

14：00～ 本館 手作り絵本教室（第５回）　児
26 金 （休館日）

27 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
但東 おはなしのもり　幼 児

14：00～ 本館 おはなし会　幼 児
28 日 14：00～ 出石 としょかん・くらぶ　児
29 月
30 火 （休館日）
31 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼 児
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8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

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ
日　時 ①ほっとたいむ １日（月）、18日（木）午前11時～

②おやこふれあいたいむ 22日（月）午前10時30分～
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ①唱歌や童謡を歌う　②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 ７日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児とお父さん（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

わらべうた＆製作
日　時 17日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子わらべうた遊び、折り紙：アンパンマンシリーズ「おむすびまん」

児童交流会
日　時 17日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と母親
内　容 小学生と遊ぼう 申込期限 12日（金）

｢くらしの安全・安心｣講座
日　時 ３日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 交通事故防止、消費者被害防止について

子育てミニ講話＆母親交流
日　時 25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 保健師の話　子どもの言葉、どんなふうに増えていく？
身体計測、妊婦さんのお友だちづくり

すくすくまつり
日　時 25日（木）午後５時～６時30分　※雨天決行
対　象 乳幼児（幼稚・保育園児含む）、小学生と保護者
内　容 チケット代200円で露店（タコ焼き、かき氷など）が楽しめる

おやこっこ手遊び＆ふれあい遊び
日　時 31日（水）午後１時30分～３時
対　象 １歳の幼児と保護者　25組
申込期間 17日（水）～26日（金）

わいわいコーラスとガチャガチャバンド
日　時 ９日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 夏の歌で暑さを吹っ飛ばそう！講師：松下由佳里さん他２人

パパと一緒に遊ぼうデー
日　時 ６日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児とお父さん（お母さん、きょうだい大歓迎）
内　容 じゃんけん遊び、ゲーム

パパと遊ぼうデー｢じゃんけん遊び｣
日　時 20日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子でじゃんけんを学びながら、いろいろな遊びをします

そとあそび広場
日　時 ９日（火）午前10時15分～11時30分　※雨天中止
場　所 日高町民公園
対　象 乳幼児と保護者
内　容 プール遊び（水着、タオル、帽子、お茶など持参）

パパと遊ぼうデー“ダンボールでダイナミック遊び”
日　時 27日（土）午後１時30分～３時
対　象 １歳以上の幼児・小学生とお父さん（家族の参加可）
講　師 矢野紙器株式会社　島津　聖さん
申込期間 ８日（月）～19日（金） 参加費 １家族500円

おやこっこ水遊び
日　時 １日（月）、５日（金）、11日（木）午後１時30分～３時
場　所 アイティ７階　スカイドーム
対　象 乳幼児と保護者
内　容 自由に水遊び（手作り金魚すくい、バチャバチャ遊び）
持ち物 水着、ビーチサンダル、帽子、着替え､バスタオル、お茶
その他 定員はないが、前日までに申込みが必要

絵本の読み聞かせ＆折り紙遊び
日　時 17日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本の読み聞かせと季節の折り紙製作

絵本の読み聞かせの会
日　時 11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

水遊び
日　時 ３日（水）午前10時15分～11時30分
場　所 出石総合支所周辺北側
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ビニールプールで水遊び　※雨天時はセンターで遊ぶ
持ち物 水着・水に濡れてもよい服装、着替え、バスタオル、お茶

なかよし広場
日　時 24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

8月の子育ち＆親育ち講座
日　時 26日（金）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 子どもの心を豊かに育む“魔法のことば”
申込期間 17日（水）～25日（木）

子育て講座
日　時 31日（水）午前10時～11時30分
対　象 子育て中の親（子ども同席可）　15人
内　容 児童家庭支援センター　臨床発達心理士の話
申込期間 ２日（火）～20日（土）

絵本の読み聞かせ
日　時 25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

おはなし広場
日　時 ６日（土）、13日（土）、20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

おやこっこ運動遊び
日　時 19日（金）午後１時30分～２時45分
対　象 ３歳以上の幼児と保護者　20組
内　容 親子で運動遊び
講　師 こども育成課　仲義　健、西松夕紀子
申込期間 ８日（月）～17日（水）

そとあそび広場
日　時 10日（水）、24日（水）午前10時～午後０時30分   ※雨天は室内
場　所 竹野子育てセンター園庭
対　象 乳幼児と保護者
内　容 暑さに負けないよ！（水遊びも）　お茶、タオル、着替え（要帽子）
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