
　電話での貸出延長が２週間になりました！
　今まで、電話での貸出延長は最大１週間でしたが、２週間まで延長できるようになりました。
　ただし、貸出延長は１回のみです（引き続いての延長は不可）。また、予約がついている図書類は
延長できません。
　返却期限に間に合わず延長を希望の方は、図書館まで連絡ください。

今月の本

日 曜日 時間 場所 行　事　名

1 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

2 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
3 土 11：00～ 但東 えほんのじかん（合橋地区公民館）
4 日
5 月
6 火 （休館日）
7 水 10：30～ 出石 えほんのとびら
8 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
9 金

10 土

10：10～ 本館 土曜としょかん

10：30～
竹野 おはなし玉手箱～みんなそろって、よ～いドン！～
城崎 おはなしのこべや
日高 絵本からのおくりもの

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

18 日 13：20～ 本館 第７回古文書講座（初級）
15：00～ 第７回古文書講座（中級）

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

24 土
10：30～

竹野 土曜おはなしのへや
日高 絵本からのおくりもの
但東 おはなしのもり

14：00～ 本館 おはなし会
15：00～ 但東 切り紙Ａｒｔ

25 日 10：30～ 日高 おはなし会
26 月
27 火 （休館日）
28 水

29 木 10：00～ 出石 お母さんのためのおはなし会（ふれあいセンター）
10：30～ 本館 いっしょにおはなし会

30 金 （休館日）

31 土
10：30～ 出石 読書週間おはなし会

竹野 秋の読書週間企画展｢ダダイズム　太宰ズム～
太宰治生誕100周年記念～｣（11月15日まで）

＜ 一 般 ＞
拍手のルール
茂木大輔　文（中央公論新社）

※詳細は、各館へ問い合わせください。

　音楽の秋。クラシック鑑賞のお供
に。

＜ 児 童 ＞
カマキリ観察記
佐藤信治　著（農文協）

　迫力ある写真をふんだんに使って、
ふ化してから成虫になり産卵するま
での一生を紹介。

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

■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
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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。

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

絵本の読み聞かせの会
日　時 15日（木）午前10時30分～11時
場　所 日高子育てセンター
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

子育てミニ講話
日　時 22日（木）午前10時30分～11時
場　所 日高子育てセンター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 緊急時の対処と予防　～けが・事故編～

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

エコ教室
日　時 ７日（水）午前10時～11時30分
場　所 出石子育てセンター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ｢身近なエコを考えよう｣生活の中のエコを考えます。
講　師 出石地球温暖化防止推進委員

子育て運動会

日　時 14日（水）午前10時30分～11時30分
場　所 出石子育てセンター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 簡単なわらべうた、折り紙｢アンパンマンシリーズ｣

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

子育て講演会
日　時 ７日（水）午前10時～11時30分
場　所 合橋地区公民館
対　象 乳幼児と保護者
内　容 食育など子どもの心と身体の育ちについて
講　師 助産師　井垣享子さん

ほっとたいむ＆おやこふれあいたいむ
日　時 ①ほっとたいむ ５日（月）、29日（木）午前11時～

②おやこふれあいたいむ 26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 乳幼児と保護者
内　容 ①唱歌や童謡を歌う　②紙芝居やお手玉で遊ぶ
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

絵本の読み聞かせ
日　時 22日（木）午前10時30分～11時
場　所 城崎子育てセンター
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

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 13日（火）午前10時～11時30分
場　所 竹野子育てセンター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 懐かしい歌や童謡をピアノに合わせて合唱します。

パパと遊ぼうＤ
　デ 　 ー 　

ＡＹ！
日　時 ４（日）午前10時30分～11時
場　所 日高子育てセンター　子育てホール
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ふれあい遊び、親子体操など

祖父母座談会
日　時 28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 孫育て中の祖父母　15人（先着順）　※保育あり（15人）
募集期間 ５日（月）～23日（金）

子育てまつり
日　時 25日（日）午前10時～11時30分
場　所 城崎健康福祉センター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 オンセンジャーと遊ぼう、遊びのコーナー

なかよし広場
日　時 22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歳くらいまでの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 自由遊びや交流、計測や子育て相談
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

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

わらべうた＆折り紙遊び

日　時 21日（水）午前10時～11時30分
場　所 出石子育てセンター　２階大ホール
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子で楽しく運動会をします。
その他 参加を希望の方は事前申込が必要

小児救急セミナー
日　時 17日（土）午前10時30分～11時30分
場　所 合橋地区公民館
対　象 子育て中の保護者
内　容 子どもの病気「こんな時どうする？」
講　師 公立村岡病院総合診療科　医師　山田博之さん

収穫祭（サツマイモ掘り）
日　時 24日（土）午前10時～正午
場　所 但東町相田　サツマイモ畑
対　象 乳幼児と保護者（きょうだいの参加可）
内　容 サツマイモやサトイモを掘り、その後ふかします。
持ち物 手洗い用の水、お茶、汚れてもよい服、長ぐつ

おはなし広場（各土曜日）
日　時 ３日、10日、17日、31日 午前10時30分～11時
場　所 子育て総合センター　子育て学習室
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本や紙芝居の読み聞かせ

親と子どものための“ちいさなおんがっかい”
日　時 14日（水）午後２時～３時（開演午後１時45分）
場　所 子育て総合センター　子育て学習室
対　象 乳幼児・小学生と保護者　150人
内　容 ｢エリーゼのために｣｢トルコ行進曲｣などの演奏
演奏者 海野幹雄さん（チェロ）、海野春絵さん（ピアノ）
その他 入場には整理券が必要（10月１日より配布）

パパとあそぼうデー“おやこっこ運動遊び”
日　時 24日（土）午前10時30分～11時45分
場　所 子育て総合センター　子育て学習室
対　象 ２歳以上の幼児と父親　20組（先着順）
講　師 こども育成課　仲義　健、西松夕紀子
申込期間 ５日（月）～23日（金）

子どもの救急セミナー
日　時 ３日（土）午前10時30分～正午
場　所 城崎子育てセンター
対　象 子育て中の保護者
内　容 子どもの病気「こんな時どうする？」
講　師 公立村岡病院総合診療科　医師　山田博之さん

手作り教室
日　時 ６日（火）・20日（火）午前10時～11時30分
場　所 竹野子育てセンター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 ６日は木工パズル、20日は針を使用しない手芸
その他 材料費（木工パズル　500円、手芸　400円）

福祉センターまつり
日　時 18日（日）午前10時～午後2時
場　所 竹野健康福祉センター
対　象 乳幼児・小学生と保護者、一般
内　容 変身・折り紙・新聞遊びなど各コーナー、屋台バザー
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