
　　第７回図書館ふれあい交流会
　今年も朗読ボランティアの方々による朗読ライブなどを行います。視覚に障害のある方や高齢者
の方も楽しめる内容です。どなたでも、気軽に参加ください。
　日時：11月12日（金）午後２時～４時　　場所：図書館本館２階　視聴覚講演室

落語の本
＜ 一 般 ＞

談志最後の落語論
立川談志　著（梧桐書院）

　「落語とは、人間の業の肯定である」
との名言を記してから25年。さらな
る進化を遂げた73歳、立川談志の落
語論・落語家論の集大成。

＜ じ ど う ＞
落語と私
桂　米朝　著（ポプラ社）

　人間国宝・桂　米朝が50歳の時の
著書。「落語というものを分かってい
ただきたくて一生懸命に書きました」
という当時の著者の思いが伝わる。
中学生くらいから。

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）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）

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 月
2 火 （休館日）
3 水 （休館日）
4 木
5 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば　乳

6 土 10：30～ 竹野 テーマであそぼ！　「はたらくってどんなこ
と？いろんなおしごとい～っぱい！」　 幼 児

但東 おはなしのもり　幼

7 日 13：30～ 城崎 秋の読書週間お楽しみ会
｢おいしいおはなし★わくわくクッキング｣　 児

8 月
9 火 （休館日）

10 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
本館 手づくり絵本＆点字絵日記作品展〔～28日（日）〕

11 木
12 金 14：00～ 本館 第７回ふれあい交流会　般

13 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　第４回」　般

14：00～ 竹野 キッズほんがっかい（本楽会）　児 般

14 日 13：30～ 本館 読み聞かせ指導者養成講座　般

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

20 土 14：00～ 本館 大人のためのお話会　般

15：00～ 但東 切り紙Art　般

21 日 13：20～ 本館 第７回古文書講座（初級）　般

15：00～ 第７回古文書講座（中級）　般
22 月
23 火 （休館日）
24 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼
25 木
26 金

27 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

出石 おはなし会　幼 児

14：00～ 本館 おはなし会　幼 児

28 日 10：00～ 本館 リサイクルブックフェア・秋　般
29 月 （休館日）
30 火 （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

元気なからだをつくろう！巡回食育コンサート
日　時 15日(月)午後１時30分～（開場午後１時15分）
場　所 豊岡市民プラザ　ほっとステージ
対　象 乳幼児と保護者
内　容 食育についてのコンサート（歌、手遊び、クイズなど）

出演：クッキーズ
その他 整理券必要（11月１日から配布）

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

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

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ
日　時 ほっとたいむ １日（月）、25日（木）午前11時～

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 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

リサイクルバザー
日　時 16日（火）午前10時～午後３時
対　象 乳幼児と親子
内　容 子ども服やおもちゃ、日用品のバザー
内　容 小銭、マイバッグ

母親交流会
日　時 26日（金）午前10時30分～正午
対　象 乳幼児と母親、妊婦
内　容 乳幼児身体計測、妊婦血圧測定、健康育児相談
持ち物 母子手帳、乳児はバスタオル

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 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

元気 ing ピック（げんきんぴっく）
～登録グループ・元気 ing の親子と一緒に～

日　時 12日（金）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
内　容 親子ふれあい遊び、競技形式の運動会ごっこ
持ち物 上靴持参（親子とも）

わいわいコーラス♪♪
日　時 ９日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 秋と冬を交えた歌をピアノ伴奏に合わせて歌う。

日　時 ７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

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 親子で楽しむわらべうた、製作「アンパンマンシリーズ」：バタコさん

親子運動遊び
日　時 24日（水）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　15組
内　容 運動遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）
申込期限 17日（水）

伝承遊び
日　時 10日（水）午前10時30分～11時30分
場　所 城崎健康福祉センター　多機能ホール
対　象 乳幼児と保護者　20組
内　容 県立こどもの館職員による伝承遊び
申込期限 ５日（金）

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 センター職員による絵本の読み聞かせ

子育てミニ講話＆母親交流会
日　時 25日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者

内　容 栄養士の話～子どもの食事｢朝ごはん何食べた？｣、
身体計測、妊婦の友だちづくり

さつまいもクッキング
日　時 17日（水）午前10時～正午
場　所 合橋地区公民館
対　象 乳幼児と保護者
内　容 センターで収穫したさつまいもを使ったおやつ作り
申込期限 10日（水）　（参加費：材料代実費）

たまごボーロたいむ
日　時 12日(金)、26日(金)午後１時30分～２時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 豊岡総合高校のお姉さんと一緒に遊びましょう。

なかよし広場
日　時 18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

パパと遊ぼうデー
日　時 13日（土）午前10時30分～11時20分
対　象 乳幼児とそのお父さん（お母さん、きょうだいの参加可）
内　容 サーキット遊び、パネルシアターなど

中学生の育児体験に参加しよう！
日　時 12日（金）午前９時30分～11時30分
場　所 竹野中学校（武道場）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 竹野中学校３年生のお兄さんお姉さんと仲良

しになって遊びましょう。

おたすけサロン
日　時 29日（月）午後１時30分～３時30分
対　象 子育て中の保護者
内　容 子育て情報の発信を兼ねたサロンで、交流や情

報交換ができます。おしゃべり目的も大歓迎。
スタッフ おたすけ隊（子育て中の先輩ママ）、センター職員

おはなし広場
日　時 ６日(土)、20日(土)、27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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