
　第６回図書館ふれあい交流会
　今年は『縁

えん

』をテーマに、詩吟と津軽三味線、朗読ボランティアの方々による朗読を行います。視
覚に障害のある方、高齢者の方も楽しめる内容です。皆さん、気軽に参加ください。
　日時：11月13日（金）午後２時～４時
　場所：図書館本館　２階　視聴覚講演室
　内容：詩吟（関心流日本興道吟詩会）、津軽三味線（竹山流師範　西垣豊

ほう

山
ざん

さん）など

今月の本

日 曜日 時間 場所 行　事　名

1 日

本館 読書週間企画展｢文学賞受賞作品展｣（～9日）
竹野 読書週間特別企画展｢ダダイズム 太宰ズム

～太宰治生誕100周年記念～｣（～11月15日）
出石 出石分館ミニ文化祭（～11月29日）

12：30～ 日高 リサイクル交換会
2 月
3 火・祝 （休館日）
4 水
5 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
6 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
7 土 10：30～ 竹野 テーマであそぼ！～みんなでおゆうぎ　へ～んしん！～
8 日
9 月

10 火 （休館日）
11 水 10：30～ 出石 えほんのとびら
12 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
13 金 14：00～ 本館 図書館ふれあい交流会

14 土

10：10～ 本館 土曜としょかん
10：30～ 城崎 おはなしのこべや

日高 絵本からのおくりもの
11：00～ 但東 えほんのじかん（合橋地区公民館）
14：00～ 本館 手作り絵本読み聞かせ発表会

15 日

本館 手作り絵本＆点字絵日記作品展（～29日）
 9：00～ 出石 いずしこどもまつり　古本リサイクル　

（午前中は休館、13：00～開館）
13：20～ 本館 第８回古文書講座（初級）
15：00～ 第８回古文書講座（中級）

16 月
17 火 （休館日）
18 水
19 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
20 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
21 土 10：30～ 但東 おはなしのもり

15：00～ 切り紙Ａｒｔ
22 日
23 月・祝 （休館日）
24 火 （休館日）
25 水
26 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
27 金

28 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
出石 おはなし会

14：00～ 本館 おはなし会
29 日 10：30～ 日高 おはなし会
30 月 （休館日）

＜ 一 般 ＞
大文字レシピで作る
旬の魚おかず
斉藤辰夫　著（主婦と生活社）

※詳細は、各館へ問い合わせください。

　図書館には大きな文字で書かれた
｢大活字本｣を各種取りそろえていま
す。小さい文字が読みづらい方は、
ぜひ、利用ください。

＜ 児 童 ＞
しろくまちゃんのほっとけーき
わかやま　けん　著（こぐま社）

　｢てんじつきさわるえほん｣です。
文字だけでなく絵もさわって分かる
ようになっていて、だれでも楽しめ
ます。

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

■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）

１1月の行事予定
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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。

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 12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 26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の話②～風邪、病気編～

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

食育｢クッキング｣
日　時 16日（月）午前10時30分～午後1時
場　所 出石健康福祉センター　調理室
対　象 乳幼児と母親　10組程度、託児あり
講　師 今井加代子さん
内　容 圧力鍋で作る簡単レシピ、参加費１組400円
申込期限 10日（火）

子育て座談会

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

フリーマーケット
日　時 １日（日）午前9時30分～午後3時
場　所 但東子育てセンター
対　象 一般
内　容 日用雑貨、子ども・大人衣料、台所用品などの販売

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 2日（月）、26日（木）午前11時～

②おやこふれあいたいむ 25日（水）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 24日（火）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 図書館城崎分館職員による読み聞かせ

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 10日（火）午前10時～11時30分
場　所 竹野子育てセンター
対　象 乳児と保護者
内　容 わらべ歌や童謡、フォークソングをピアノに合わせて歌う

ちびっこカーニバル　折紙教室
日　時 1（日）午前10時～午後３時
場　所 日高農村環境改善センター前　テニスコート周辺
対　象 乳幼児と家族
内　容 アンパンマンの折紙教室

父親座談会
日　時 28日（土）午後1時30分～3時30分
場　所 豊岡市民プラザ　練習室
対　象 子育て中の父親　15人（先着順）
講　師 臨床心理士　賚

たもう

　純
じゅん

雄
ゆう

さん
申込期間 9日（月）～26日（木）

母親交流会
日　時 25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 乳幼児と保護者、妊婦
内　容 仲間づくり、身体計測、育児相談、妊婦相談

おはなし広場
日　時 14日（土）、28日（土）午前10時30分～11時
場　所 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

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 25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 わらべうたとクリスマスの折り紙

わらべうた＆折り紙遊び

日　時 24日（火）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 乳幼児の母親　10人　託児あり
進　行 臨床心理士　賚　純雄さん　ほか
申込期間 ９日（月）～18日（水）

防災教室
日　時 ４日（水）午前10時～11時
場　所 合橋地区公民館　研修室（訓練は屋外）
対　象 乳幼児を持つ保護者
内　容 防災について講話、消火器の取扱い訓練
講　師 消防署但東駐在所職員

元気 ing まつり
日　時 13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 コーナー遊び（魚釣り、電車ごっこなど）　※上靴を持参

たまごボーロたいむ
日　時 13日（金）、20日（金）午後1時30分～2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 絵本の読み聞かせなど～豊岡総合高校生と遊ぼう～

なかよし広場
日　時 19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 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、子育て支援ボランティア

食育講座
日　時 18日（水）午前10時～正午
場　所 城崎健康福祉センター　栄養指導室
対　象 乳幼児と保護者
内　容 食育講座｢子どもの喜ぶ献立｣実習
講　師 栄養士　田中みゆきさん
参加費 親子１組500円
申込期限 11日（水）

リサイクルバザー
日　時 17日（火）午前10時～午後4時
場　所 竹野子育てセンター
対　象 乳児と保護者、一般
内　容 リサイクル（服、おもちゃ、家庭用品など）　※小銭を持参
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