
2009年・第51回こどもの読書週間　〜今週の標語〜　笑顔のヒミツは本の中
　４月23日（木）～５月12日（火）は、「こどもの読書週間」です。23日は、「サン・ジョルディの日」（男
性は女性に花を贈り、女性は男性に本を贈るという、守護神『サン・ジョルディ』を讃えるスペイン・
カタルーニャ地方のお祭り）であり、「子ども読書の日」でもあります。
　図書館では「こどもの読書週間」にちなんだ催しを行っています。ぜひ、この機会に読書の楽しみ
や喜びを味わってください。ゴールデンウィークも４日（月・祝）、５日（火・祝）以外は開館していま
すので、多くの皆さんの来館をお待ちしています。

今月の本

日 曜日 時間 場所 行　事　名
１ 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
２ 土
３ 日・祝
４ 月・祝 （休館日）
５ 火・祝 （休館日）
６ 水・休 10：30～ 出石 えほんのとびら 

７ 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
11：00～ おはなしのゆりかご

８ 金

９ 土

9：30～ 但東 えほんのじかん（合橋地区公民館）
10：10～ 本館 土曜としょかん
10：30～ 城崎 おはなしのこべや
10：30～ 竹野 おはなし玉手箱
10：30～ 日高 絵本からのおくりもの
11：00～ 但東 えほんのじかん（高橋地区公民館）

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

17 日 13：20～ 本館 第２回古文書講座（初級）
15：00～ 第２回古文書講座（中級）

18 月
19 火 （休館日）
20 水
21 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
22 金

23 土

10：30～ 竹野 土曜おはなしのへや
10：30～ 日高 絵本からのおくりもの
10：30～ 出石 おはなし会
14：00～ 本館 おはなし会

24 日
25 月
26 火 （休館日）
27 水

28 木 10：00～ 出石 お母さんのためのおはなし会（出石子育てセンター）
10：30～ 本館 いっしょにおはなし会

29 金 （休館日）
30 土
31 日 10：30～ 日高 おはなし会

＜ 一 般 ＞
エブリワン氏の「裁判員日記」
一橋総合研究所　著（PHP研究所）

※詳細は、各館へ問い合わせください。

　５月から裁判員制度が始まります。

＜ 児 童 ＞
空とぶじゅうたん
マーシャ・ブラウン　再話・絵
松岡享子　訳（アリス館）

　３人の王子が、世にも珍しい宝を
求めて旅に出ました。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

５月の行事予定５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

■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（日高農村環境改善センター２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）
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５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。
※定員があるもは、事前に申し込みください。

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

　日高子育てセンターが、日高総合支所３階にリニュー
アルオープンしました。子育てセンターおよび子育てひ
ろば「きっずらんど」は、５月から次のとおり開館します。
▽開館曜日および開館時間
　火～金、土（第１は休館）、日（第１のみ開館、祝日の
場合は第２を開館）※祝日、年末年始は休館
・子育てセンター　午前８時30分～午後５時30分
・子育てひろば「きっずらんど」　午前10時～午後４時

日高子育てセンター  ☎42-4610・21-9058
（日高総合支所３階）月・第１土・第１以外の日曜日休館

パパとあそぼうデー
日　時 10（日）午前10時30分～11時
場　所 日高子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者
内　容 親子ふれあい遊び、手遊び、体操

子育てミニ講話
日　時 28日（木）午前10時30分～11時
場　所 日高子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者
内　容 保健師の話「トイレトレーニングについて」

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

自然と遊ぼう
日　時 18日（月）午前10時30分～午後1時30分
場　所 いずし古代学習館とその周辺
対　象 就学前の乳幼児と保護者
持ち物 お弁当、お茶、敷物、着替え、ベビーカー可
その他 参加を希望の方は事前に連絡ください。

お母さんのためのおはなし会

日　時 28日（木）午前10時～11時30分
場　所 出石子育てセンター　２階和室
対　象 子育て中のお母さん12人程度　託児をします。

内　容 絵本の読み聞かせ、絵本による子育てアドバ
イス「親子で自然に親しむ」

但東子育てセンター　☎21-9079
（但東中央体育館）土（午後）・日・月曜日休館

体験農園（サツマイモ苗植え）
日　時 20日（水）午前10時～11時30分
場　所 但東町相田　サツマイモ畑に現地集合
対　象 就学前の乳幼児と保護者
持ち物 お茶、手袋、長ぐつ、汚れてもよい服装

母親交流
日　時 21日（木）午前10時～11時30分
場　所 但東子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者、妊婦
内　容 計測、ママ友達をつくりましょう

こどものこころ育ち講座
日　時 20日（水）・27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　定員20人（保育は15人まで）
内　容 子どものこころの発達、しつけのポイント
講　師 臨床心理士　賚

たもう

　純
じゅん

雄
ゆう

さん
募集期間 8日（金）～18日（月）

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

パパとあそぼうデー
日　時 23日（土）午前10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歳以上の幼児と保護者　先着35組
内　容 おやこっこミニミニ運動会
講　師 出石B&G海洋センター指導員 浦上 美佐子 ほか
申込期間 8日（金）～21日（木）

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ

日　時 ほっとたいむ 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～

場　所 子育て総合センター　ふれあい広場
対　象 就学前の乳幼児と保護者

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

遊ぼう会
日　時 20日（水）午前10時30分～11時30分
場　所 城崎子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者
内　容 自由遊びとおしゃべり会

母親交流会
日　時 29日（金）午前10時30分～正午
場　所 城崎子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者、妊婦
内　容 乳幼児相談・身体計測・友達づくり

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野児童館内）土（午後）・日・月曜日休館

わいわいコーラス♪♪
日　時 19日（火）午前10時～11時30分
場　所 竹野子育てセンター
対　象 就学前の乳幼児と保護者
内　容 みんなで楽しく歌おう

竹野浜で、家族みんなで砂遊び！
日　時 30日（土）午前10時30分～11時45分
場　所 竹野Ｂ＆Ｇ海洋センターの下
対　象 就学前の乳幼児と保護者、家族

内　容 一足早く夏の竹野浜を満喫し、砂遊びや宝探
しをします。

持ち物 砂遊びのおもちゃ、お茶
※帽子は必ずかぶってください。

（共催：図書館出石分館）
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