
―貸出点数を20冊までとします―
　本館の特別図書整理〔２月14日（火）～23日（木）〕
による休館に伴い、図書・雑誌を20冊まで貸し出
します。

・対象　本館および各分館
・期間　２月１日（水）～13日（月）

あったまる本
＜ 一 般 ＞

くじけないで
柴田トヨ　著（飛鳥新社）

　ひとり暮らしの寂しさ、家族への
愛、ささやかな幸せなど、限られた
日常生活を素直に綴った詩の世界。
白寿の詩人のみずみずしい感性に、
心がほんのり温まります。

＜ じ ど う ＞
おはいんなさい� えりまきに
角野栄子　作
牧野鈴子　絵（金の星社）

　りっちゃんは、とっても長いえりまき
を編みました。それを体に巻いて散歩
に出かけると、寒くて困っている人達
に会ったので、みんなでえりまきに包
まってみました。でも、もっと温まる
には…？

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

2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）

2月の行事予定

※詳細は、各館に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

3 金

4 土
10：30～

竹野 テーマであそぼ！ 「おてがみください。」
（『とびだすカード』作り）　幼 児

但東 おはなしのもり（パチパチおににんぎょう）　幼 児

13：30～ 城崎 ｢きのさき語りぐさめぐり｣最終回　般

5 日
6 月 日高 日高分館特別図書整理〔～８日（水）休館〕
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 13：30～ 本館 ストーリーテリング入門講座（第１回）　般

11 土 （休館日）

12 日
13：20～

本館
第11回古文書講座（初級）　般

15：00～ 第11回古文書講座（中級）　般

13 月
14 火 （休館日） 本館 本館特別図書整理〔～23日（木）休館〕
15 水
16 木
17 金

18 土
10：30～ 城崎 おはなしランド（『ペタペタ犬』作り）　児

15：00～ 但東 切り紙Ａｒｔ　般

19 日
20 月
21 火 （休館日）
22 水

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

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 但東 但東分館特別図書整理〔～29日（水）休館〕
28 火 （休館日）
29 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼　〔分館は休館〕
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2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。
　下記事業には、地域以外の方でも参加できます。
※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

なかよしグングン広場

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

絵本講座＆わらべうた＆製作
日　時 15日（水）午前10時15分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者

内　容 図書館出石分館司書：｢乳幼児のためのお勧め絵本について｣
親子でわらべうた遊び　　製作仕上げ予備日

豆まき会
日　時 １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、リズム、豆まき、お楽しみ会

パパと遊ぼうデー
日　時 18日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者（お父さん、きょうだいで遊ぼう）
内　容 鉄棒、とび箱、トンネル、バスケットボール、何でもOK！

節分（豆まき）
日　時 ３日（金）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 いろいろなお面を作って、鬼退治をしよう！

パパと遊ぼうデー
日　時 18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、祖父母の参加可）
内　容 親子遊び（手遊び・パネルシアター　など）

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

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 ４歳以上の幼児と保護者　15組
内　容 親子遊び、リズム遊び、ダンスなど
申込期間 13日（月）～23日（木）

子育てミニ講話＆母親交流
日　時 23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～こんな時困ったな、どう声をかけたらいい？～
お友達づくり、身体計測、相談

お母さんの手作り広場Ⅳ
日　時 17日（金）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！
準備物 牛乳パック（１ℓサイズ20本）、ボンド、布、はさみ、布ガムテープ
申込期間 ６日（月）～15日（水）

そとあそび広場（雪遊び）※雨天・悪天候時は中止

日　時 ２日（木）、22日（水）午前10時15分～
３日（金）、13日（月）午後１時30分～

場　所 しばっこ広場（アイティ７階）
対　象 乳幼児と保護者

内　容 雪遊び、子育て相談＆子育て情報（随時）
※雪がない場合は通常の外遊び

楽しい発表会
日　時 29日（水）午前10時～11時50分
対　象 乳幼児と保護者 内　容 各グループの発表会

手作り教室
日　時 22日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児を持つ保護者
内　容 おひなさん作り（壁かざり） 申込期限 15日（水）

なかよし広場
日　時 15日（水）午前９時30分～11時30分
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

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、発表会の練習

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わらべうたやいろいろな遊び　②唱歌や童謡を
歌う　③紙芝居やいろいろな遊び

その他 午前中（９時～正午）は身長や体重の計測をします。

日　時 24日（金）午前９時30分～11時30分
対　象 ３歳以上の幼児と保護者
内　容 子どもの集団遊び、自由遊び、保護者同士の交流など
スタッフ 保育士、保健師、歯科衛生士、看護師

パパと遊ぼうデー“おやこっこ運動遊び”
日　時 26日（日）午前10時30分～11時45分
対　象 ２歳以上の幼児と保護者　20組
講　師 こども育成課　仲義　健 申込期間 13日（月）～23日（木）

親子ふれあい体操
日　時 22日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　15組
内　容 親子ふれあい遊び、体操 申込期限 21日（火）
講　師 日本３B体操協会　公認指導者　木村美保さん、竹本七美さん

絵本の読み聞かせ＆折り紙あそび
日　時 15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、季節の折り紙製作

手作り講座
日　時 15日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 おひなさま制作 申込期間 １日（水）～10日（金）

親子遊び
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 お話と豆まき

和尚さんのお話（円通寺住職）
日　時 ７日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者 内　容「楽しくいきる」

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

子育ち＆親育ち講座
日　時 10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　15人）
内　容 ひとりっこ子育てを楽しむ 申込期間 １日（水）～８日（水）

おはなし広場
日　時 ４日（土）、11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
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