
　｢図書館出石分館リニューアルオープンのお知らせ｣
　10月27日（水）から出石総合支所１階に移転します。新しく落ち着いた雰囲気の出石分館へ、ぜひ、
お越しください。

芸術の本
＜ 一 般 ＞

芸術とスキャンダルの間
大島一洋　著（講談社）

　世間を騒がせた「美術事件」をあな
たはいくつ知っている？事件になっ
たがゆえに、世に現れた美術品にま
つわる記録。

＜ じ ど う ＞
アバドのたのしい音楽会
クラウディオ・アバド／文・
パオロ・カルドニ／絵（評論社）

　ミラノ出身の大指揮者による音楽
入門書。楽器の種類や演奏スタイル
の紹介、そしてオーケストラ指揮者
の仕事が詳しく、魅力的に書かれて
います。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

10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）

10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 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば　乳

2 土 10：30～ 竹野 テーマであそぼ！
  「あたまのたいそう１．２．３！」　幼 児

但東 おはなしのもり　幼
3 日
4 月
5 火 （休館日）

6 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
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
7 木
8 金

9 土
10：10～ 本館 土曜としょかん　幼 児

竹野 おはなし玉手箱　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

10 日
11 月 （休館日）
12 火 （休館日）
13 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
14 木
15 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば　乳
16 土

17 日 13：20～ 本館 第６回古文書講座（初級）
15：00～ 第６回古文書講座（中級）

18 月
19 火 （休館日） 出石分館臨時休館〔～26日（火）〕
20 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
21 木
22 金

23 土
10：30～ 竹野 土曜おはなしのへや　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
15：00～ 但東 切り紙Art　般

24 日 12：30～ 日高 リサイクル交換会　般
25 月
26 火 （休館日）

出石 リニューアルオープン
27 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

竹野 ストーリーテリング勉強会　般
28 木
29 金 （休館日）
30 土

31 日
10：30～ 日高 おはなし会　幼 児

14：00～ 竹野 秋の読書週間お楽しみ会
「実りの秋のおくりもの」　幼 児
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10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

子育ち＆親育ち講座
日　時 28日（木）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人まで）
内　容 子どもは“親の姿”から学ぶ
申込期間 13日（水）～25日（月）

出石子育てセンター　☎52-6188
（出石ふれあいセンター）土・日曜日休館

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

絵本の読み聞かせ＆折り紙遊び
日　時 ６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、折り紙遊び

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ
日　時 ほっとたいむ ４日（月）、28日（木）午前11時～

おやこふれあいたいむ 25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いろいろな遊びをします。
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

パパと遊ぼうデー
日　時 23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＆ちょっと聞いてミニトーク

絵本の読み聞かせ
日　時 28日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 センター職員の絵本の読み聞かせ

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 14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

子育て講演会

祖父母座談会
日　時 15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 孫育て中の祖父母　先着20人（一時保育　10人まで）
内　容“現代・孫育ち＆祖父母育ち事情”
申込期間 １日（金）～14日（木）

わいわいコーラスとガチャガチャバンド♪♪
日　時 19日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 子どもの楽器に合わせ、保護者が歌・ダンスを行う

日　時 ３日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子ふれあい遊び

日　時 13日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 子育て中の保護者（一時保育あり）
内　容「忙しい中での子育て」　講師：森田充代さん
申込期限 ６日（水）

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

親子で絵本に親しもう
日　時 ６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、絵本の紹介など

わらべうた＆製作
日　時 13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、製作「アンパンマンシリーズ」：こむすびまん

パパと遊ぼうデー
日　時 ６日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と父親（母親・祖父母の参加も可） 15組
内　容 親子ふれあい運動（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）
申込期限 ５日（火）

遊ぼう会
日　時 20日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 作って遊ぼう（何でも製作）

おはなし広場
日　時 ２日（土）、９日（土）、16日（土）、30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

マタニティママ交流広場
日　時 25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座談会、妊娠期の栄養講座など

子育てミニ講話
日　時 28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～かぜ、病気編：熱が出た、下痢をした‼～

収穫祭｢サツマイモ掘り｣
日　時 23日（土）午前10時～正午（雨天順延）
場　所 但東町相田｢わいわい広場さつまいも畑｣（現地集合）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 サツマイモ掘り＆ふかしイモ試食会
申込期限 20日（水）　※持ち物：手洗い用水、お茶、手袋、帽子、長靴

親とこどものための“ちいさなおんがっかい”
日　時 ８日（金）午後２時～３時（開場：午後１時45分）
対　象 ２歳以上の乳幼児・小学生と保護者　120人
内　容「オーボエとピアノの演奏」
その他 入場整理券は、27日（月）から各センターで配布

パパと遊ぼうデー“おやこっこ運動遊び”
日　時 23日（土）午前１0時30分～11時45分
対　象 １、２歳の幼児と父親　先着20組
講　師 こども育成課　仲義　健
申込期間 ４日（月）～20日（水）

なかよし広場
日　時 21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

親子ふれあい遊び
日　時 16日（土）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　40組
内　容 親子ふれあい遊び
講　師 生涯学習サポート兵庫　｢嘉

よ し

仁
ひ と

｣さん
申込期間 １日（金）～15日（金）

中学生の育児体験に参加しよう！
日　時 １日（金）午前９時45分～正午
場　所 竹野南地区公民館　２階
対　象 乳幼児と保護者
内　容 森本中学校３年生の育児体験に参加（身体

測定、衣服の着脱・おむつ交換・授乳など）
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