
　今年の夏休みも、「手作り絵本教室」や「夏休み子ども点字絵日記教室」など、子ども向けの人気行
事を開催します。参加人数に限りがありますので、希望の方は、早目に申し込みください。

課題図書
＜ 一 般 ＞

インパラの朝
中村安希　著（集英社）

　ユーラシア・アフリカ大陸47カ
国、約２年にわたる現地の生活に密
着した旅を、絶妙な距離感をもった
清新な方法で描く。

＜ じ ど う ＞
建具職人の千太郎
岩崎京子　著（くもん出版）

　７歳で建具屋に奉公に出た千太郎
が、棟りょうや先輩たちの中で成長
していく。江戸時代の庶民の暮らし
や職人の仕事もよく分かる。

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 ☎52-5489（出石農村環境改善センター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）

7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・対象
1 木
2 金 11:00 ～ 城崎 おはなしひろば　乳

3 土 10:30 ～ 竹野 テーマであそぼ！　幼 児
  「夏休みワクワク、ドキドキぼうけんの旅」

10:30 ～ 但東 おはなしのもり　幼　
4 日
5 月
6 火 （休館日）

10:30 ～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

7 水 10:30 ～ 出石 えほんのとびら　乳 幼

11:00 ～ 本館 おはなしのゆりかご　乳

8 木
9 金

10 土

10:10 ～ 本館 土曜としょかん　幼 児

10:30 ～ 城崎 おはなしのこべや　幼 児

日高 絵本からのおくりもの　幼 児

13:30 ～ 城崎 「城崎文学散歩」（２回目）　般　　
11 日
12 月
13 火 （休館日）
14 水 10:30 ～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

15 木
16 金 11:00 ～ 城崎 おはなしひろば　乳

17 土 14:00 ～ 竹野 キッズ本楽会　児 般

18 日 13:20 ～ 本館 第４回古文書講座（初級）　般

15:00 ～ 第４回古文書講座（中級）　般

19 月 （休館日）
20 火 （休館日）

21 水 10:30 ～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

13:30 ～ 日高 第 1 回おたのしみ会わくわくランド 幼 児

22 木
23 金

24 土
10:30 ～ 竹野 土曜おはなしのへや　幼 児

出石 おはなし会　幼 児

14:00 ～ 本館 おはなし会　幼 児

15:00 ～ 但東 切り紙Ａｒｔ　般

25 日 10:30 ～ 日高 おはなし会　幼 児

26 月 10:10 ～ 本館 夏休み子ども点字絵日記教室（１回目）　児

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

29 木 13:30 ～ 本館 手作り絵本教室（１回目）　児

但東 夏休み子ども工作　幼 児

30 金 （休館日）
31 土
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7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

おやこっこリズム遊び
日　時 29日（木）午後１時30分～２時30分
対　象 ３歳以上の幼児と保護者　15組
申込期間 12日（月）～26日（月）

出石子育てセンター　☎52-6188
（出石ふれあいセンター）土・日

絵本の読み聞かせの会

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

手作りおもちゃ教室
日　時 14日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 廃材を利用して「ビックリ箱」を作りましょう
持ち物 牛乳パック３個、包装紙

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ
日　時 ほっとたいむ ５日（月）、22日（木）午前11時～

おやこふれあいたいむ 26日（月）午前10時30分～
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ほっとたいむでは唱歌や童謡を歌い、おやこふれ

あいたいむでは紙芝居やお手玉で遊びます。
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
（城崎健康福祉センター２階）土・日・月曜日休館

お父さんと遊ぼうデー
日　時 24日（土）午前10時30分～11時30分
場　所 竹野Ｂ＆Ｇ海洋センター
対　象 幼児（プール用のオムツ着用）と父親
内　容 プールで遊ぼう（水着、水泳帽着用）、お茶持参

母親交流会
日　時 23日（金）午前10時30分～正午
対　象 乳幼児と母親、妊婦
内　容 友達づくり、乳幼児身体計測、育児・健康相談

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 29日(木)午前10時30分～11時
対　象 子育て中の保護者
内　容 子どもの成長と発達の話①～こころとからだ、どんなふうに成長するの？

子育てミニ講話

日　時 ８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

なつまつり

子育ち&親育ち講座
日　時 21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（一時保育15人）
内　容「元気ややる気を引き出す関わり」
申込期間 ５日（月）～16日（金）

水遊び（手作りシャワーを作ろう‼）
日　時 20日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 手作りおもちゃを使って、水遊びをしましょう

日　時 ４日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子運動遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）

日　時 18日（日）午前11時～午後１時
場　所 合橋地区公民館
対　象 乳幼児と保護者（きょうだいの参加可）
内　容 コーナー遊び（参加費：大人１人100円、子ども１人200円程度）
その他 昼食あり、申込期限：10日（土）

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 14日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 わらべうた遊び、製作「アンパンマンシリーズ」：メロンパンナちゃん

水遊び
日　時 21日（水）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 水遊び（水着、飲み物、着替え、バスタオル持参）

救急講座
日　時 14日（水）午前10時～11時30分
対　象 子育て中の保護者（子ども同席可）　定員15人
内　容 ＡＥＤ、誤飲・心肺蘇生法（市消防本部城崎分署員）

おやこっこ水遊び
日　時 23日（金）、30日（金）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
な　ど

水着、ビーチサンダル、帽子、着替え、バスタオル、お茶
※保護者も水遊び可能な服装、前日までに申込み

小学生の手作り広場
日　時 ８月４日（水）午後１時30分～３時30分
対　象 小学３年生以上　15人
内　容 とってもおいしそうなケーキをつくろう
講　師 グループＭＯＫＯの皆さん
持ち物 針、糸、ハサミ　　材料費　500円（１セット）
その他 会場までの送迎は、保護者が行ってください。
申込期間 21日（水）～30日（金）

なかよし広場
日　時 15日（木）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

わいわいコーラス♪♪
日　時 13日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 夏の歌をみんなで楽しく歌いましょう

絵本の読み聞かせ
日　時 22日（木）午前10時30分～11時
対　象 幼児と保護者
内　容 センター職員の絵本の読み聞かせ

おほしさまフェスティバル
日　時 ９日（金）午後２時～３時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 手遊び、絵本（※豊岡総合高校のお姉さんたちと遊ぶ）

おやこっこ運動遊び
日　時 16日（金）午後１時30分～２時45分
対　象 １、２歳の幼児と保護者　20組
内　容 運動遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）
申込期間 ５日（月）～15日（木）

おたのしみ会
日　時 21日（水）午後１時30分～３時30分
対　象 乳幼児と保護者、小学生　50人
内　容 うた、絵本の読み聞かせ、石に絵をかこう！！など
申込期限 17日（土）　　※参加料　無料

おはなし広場
日　時 ３日（土）、10日（土）、24日（土）、31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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