
―「読書週間」および「手作り絵本＆点字絵日記作品
展2011」のお知らせ―

　10月27日（木）から11月９日（水）は、読書週間です。
今年の「読書週間」を機会に、暮らしの中に「本とのつ
きあい方」を取り入れてみませんか（詳細は６ページ）。

　また、夏休みに開催した「手作り絵本教室」と「点
字絵日記教室」の作品を展示します。子どもたちの
創造の世界を、ぜひ、ご覧ください。
　展示期間：11月９日（水）～28日（月）
　場所：図書館本館１階　児童コーナー

芸術の本
＜ 一 般 ＞

「美」の巨匠たち
長谷川智恵子　著（講談社）

　シャガール、ダリ、ピカソなど、
近代美術界の世界の巨匠30人が日
本人画商・長谷川智恵子氏に芸術へ
の想いを打ち明ける。巻頭に代表作
品をカラー収録。

＜ じ ど う ＞
ワニのオーケストラ入門
ドナルド・エリオット　文
クリントン・アロウッド　絵
芥川也寸志・石井史子　訳

（岩波書店）

　着飾ったワニが楽器を構えている
ユーモラスな絵に、楽器の性格やオ
ーケストラでの役割などの短い説明
を添えて紹介。音楽の楽しさが自然
と感じ取れます。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

11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）　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）

11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 火 （休館日）

2 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

3 木 （休館日）
4 金

5 土 10：30～ 竹野 テーマであそぼ！ 「チャレンジみっけ！」
（回転馬づくり）　幼 児

但東 おはなしのもり（切り紙でゆらゆら木馬）　 幼 児

6 日 13：30～ 城崎 おいしいおはなし★わくわくクッキング
（於：城崎地区公民館）　児

7 月
8 火 （休館日）

9 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

本館 手作り絵本＆点字絵日記作品展〔～28日（月）〕
10 木
11 金

12 土

10：10～ 本館 土曜としょかん（秋の実のモビール）　幼 児

10：30～
城崎 おはなしランド（坂道で動くよ、しゃくとり虫） 児

竹野 キッズ本楽会　児

日高 絵本からのおくりもの　幼 児

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

17 木
18 金 14：00～ 本館 第８回図書館ふれあい交流会　般

19 土
10：00～ 城崎 きのさき語りぐさめぐり　般

14：00～ 本館 大人のためのおはなし会　般

15：00～ 但東 切り紙Art　般

20 日 13：20～ 本館 第８回古文書講座（初級）　般

15：00～ 第８回古文書講座（中級）　般

21 月
22 火 （休館日）
23 水 （休館日）

24 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

25 金

26 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

27 日 13：30～ 本館 としょかん講演会2011　般

14：00～ 出石 としょかん・くらぶ　児

28 月
29 火 （休館日）
30 水 （休館日）
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11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＆わらべうた遊び＆おやこふれあいたいむ

日　時
①ほっとたいむ ７日（月）、24日（木）午前11時～
②わらべうた遊び 18日（金）午前11時～
③おやこふれあいたいむ 28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わらべうたや折り紙遊び
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 ６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 16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「チーズ」

親子運動遊び
日　時 ９日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 実技　親子でふれあい運動遊び
講　師 こども育成課　仲義　健、西松夕紀子

わいわいコーラス
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。

リサイクルバザーとプチ喫茶
日　時 １日（火）午前10時～15時
対　象 一般の方大歓迎です
内　容 新生児用品、子供服、おもちゃ、日用品バザー、プチ喫茶
持ち物 小銭、袋

手作り絵本教室
日　時 24日（木）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者     15組（一時保育あり）
内　容 絵本を手作りします　　講師：尾川千歳さん
参加費 １人350円
申込期間 10日（木）～18日（金）

絵本の読み聞かせの会
日　時 10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

親と子どものための“ちいさな  おんがっかい”
日　時 25日（金）午後２時～３時
対　象 １歳以上の幼児・小学生と保護者
内　容 パーカッション演奏「星に願いを」「聖者の行進」など
その他 整理券が必要：４日（金）から各センターで配布

おはなし広場
日　時 ５日（土）、12日（土）、19日（土）、26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

軽量粘土教室
日　時 16日（水）午前10時～11時30分
場　所 合橋地区公民館
対　象 乳幼児と保護者
内　容「お正月飾り」　　講師：川　千恵子さん
申込期限 ９日（水） 参加費 500円（材料代）

子育てミニ講話＆母親交流
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 栄養士の話～子どもの食事｢朝ごはん食べた？｣～
保健師のミニ講話、身体計測、お友だちつくり

パパと遊ぼうデー｢お店屋さんごっこ｣
日　時 12日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 パパと一緒にお買い物ごっこ。持ち帰れます。
その他 準備の都合上、参加を希望の方は事前に申し込みください。

おやこっこ運動遊び
日　時 16日（水）午後１時30分～２時45分
対　象 ２歳以上の幼児と保護者　　先着20組
講　師 こども育成課　仲義健、西松夕起子
申込期間 ４日（金）～14日（月）

11 月の子育ち＆親育ち講座
日　時 18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（一時保育は15人）
内　容「自分と向き合う」 申込期間 ４日（金）～14日（月）

絵本の読み聞かせと折り紙
日　時 24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

出来るかな？
日　時 ９日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 ３～４歳の幼児と保護者（対象年齢外でも可）
内　容 ３～４歳向け遊具作り 申込期限 ８日（火）

元
げ ん き ん

気ingピック～登録グループ・元気ingの親子といっしょに～
日　時 14日（月）午前10時～11時30分
場　所 総合体育館
対　象 子育て中の親子、家族ならどなたでも
内　容 運動会ごっこ（サーキット遊びもあります）
その他 上靴を持参（親子とも）　参加費無料

なかよし広場
日　時 16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、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

パパと遊ぼうデー“パパの絵本大作戦”
日　時 19日（土）午後１時30分～３時
対　象 乳幼児とお父さん　20組
講　師 ファザーリング・ジャパン関西代表　和田憲明さん
申込期間 ２日（水）～16日（水）

たまごボーロたいむ
日　時 ４日（金）、11日（金）、25日（金）午後１時30分～２時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 総合高校のお姉さんたちと一緒に遊びましょう。

母親交流会
日　時 25日（金）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ミニ講話、身体計測、妊婦（血圧測定）、友達づくり、育児・発達相談
持ち物 母子手帳・バスタオル（新生児用）

パパとあそぼうデー
日　時 12日（土）午前10時30分～11時30分
場　所 竹野子育てセンター園庭
対　象 乳幼児とお父さん（家族で遊びに来てください）
講　師 玄さん輪投げで遊びましょう。
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