
　貸出可能点数が２倍になります！
　年末年始の休館に伴い、12月14日（月）から27日（日）まで、貸出可能点数が通常の２倍になります

（図書20点、うちCDは10点まで）。
　ぜひ、この機会に、たくさんの本やCDをお楽しみください。
　なお、年内は27日（日）まで開館しています。

今月の本

日 曜日 時間 場所 行　事　名
1 火 （休館日）
2 水 10：30～ 出石 えほんのとびら

3 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

4 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
5 土 10：30～ 竹野 土曜おはなしのへや
6 日 13：30～ 城崎 クリスマス映画会
7 月
8 火 （休館日）
9 水

10 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
11 金 13：30～ 本館 ブックトーク研修会

12 土

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～ 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）

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

19 土

10：30～ 竹野 おはなし玉手箱－さむい冬のあったか～いものがたり－
10：30～ 但東 おはなしのもり
14：00～ 本館 としょかん映画会
15：00～ 但東 切り紙Ａｒｔ

18：30～ 出石 歌と語りの夕べ～クリスマスコーラスと
ストーリーテリング（ひぼこホール）

20 日 13：20～ 本館 第９回古文書講座（初級）
15：00～ 第９回古文書講座（中級）

21 月
22 火 （休館日）
23 水・祝（休館日）

24 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

25 金 13：30～ 日高 おたのしみ会わくわくランド（日高子育てセンターホール）

26 土
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

27 日 10：30～ 日高 おはなし会
28 月 （休館日）
29 火 （休館日）
30 水 （休館日）
31 木 （休館日）

＜ 一 般 ＞
クリスマスリース
斎藤勝子　制作・監修（辰巳出版）

※詳細は、各館へ問い合わせください。

　手づくりのクリスマスをお楽しみ
ください。

＜ 児 童 ＞
おもいでのクリスマスツリー
グロリア・ヒューストン／文
バーバラ・クーニー／絵

（ほるぷ出版）

　小さな村の感動的なクリスマス。
ここでは、村人が毎年交代で教会の
ツリーを準備しますが、ある年…。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

１2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）

１2月の行事予定
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12 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

子育てミニ講話
日　時 24日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者

内　容 栄養のお話（講師　栄養士　平田ゆかりさん）
「子どものおやつ、どんなふうにあげたらいい？」

お楽しみ会「わくわくランド」
日　時 25日（金）午後１時30分～３時30分
対　象 乳幼児と保護者および小学生
内　容 お楽しみ会とクリスマスリース制作

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

クリスマス会
日　時 21日（月）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　40組程度
内　容 ハンドベル･人形劇･サンタさんからプレゼント　など
参加費 1組100円
申込期間 12月７日（月）～16日（水）

わらべうた＆折り紙遊び

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

子育て座談会
日　時 ８日（火）午前10時～11時30分
場　所 但東健康福祉センター　２階
対　象 子育て中の保護者　　託児あり
内　容 悩み相談、子育てワンポイントアドバイス
講　師 臨床心理士　賚
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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 ７日（月）、24日（木）午前11時～

②おやこふれあいたいむ 21日（月）午前10時30分～
場　所 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

クリスマス会

サンタがやってきた‼
日　時 ８日（火）午前10時～正午
場　所 竹野健康福祉センター
対　象 乳幼児と保護者
内　容 サンタとゲーム、キャンドルサービス
参加費 親子1組500円（１人増200円追加）
申込期間 11月24日（火）～12月１日（火）

パパと遊ぼうＤ
　デ 　 ー 　

ＡＹ！
日　時 ６日（日）午前10時30分～11時30分
場　所 日高子育てセンター　子育てひろば「きっずらんど」
対　象 乳幼児と保護者
内　容 親子運動遊び（講師　こども育成課　仲義　健）

絵本の読み聞かせ
日　時 24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

なかよし広場
日　時 17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 子どもの自由遊びや交流、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

日　時 24日(木)午前10時～11時30分
対　象 子育て中の母親　10人程度　託児あり
内　容 図書館出石分館職員による絵本の読み聞かせ　など
申込期限 12月18日(金)

お母さんのためのおはなし会

日　時 ２日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 簡単なわらべうた、折り紙｢サンタさん｣

クリスマス会

たまごボーロ　スペシャルたいむ
日　時 11日（金）午後２時～
場　所 子育て学習室
対　象 乳幼児と保護者

内　容 豊岡総合高校のお姉さんたちと遊びます。
手遊び・おはなしなど

おはなし広場
日　時 12日（土）、26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

おやこっこ劇場
日　時 19日（土）午前10時30分～
場　所 子育て学習室
対　象 乳幼児と保護者　各150人（きょうだいの参加可）
内　容 パネルシアター＆ブラックパネルシアター
その他 整理券を11月30日（月）から配付します。

折り紙遊び
日　時 22日（火）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 季節行事に役立つ折り紙

わいわいコーラス
日　時 16日（水）午前10時～11時30分
場　所 竹野地区公民館
対　象 乳幼児と保護者
内　容 クリスマスソング、冬の歌、アニメソングなどを歌う。

絵本の読み聞かせの会
日　時 10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

お誕生会
日　時 16日（水）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 パネルシアターなど

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

※竹野子育てセンターは、改修のため12月15日（火）～　 　  　
　3月31日（水）まで閉館します。詳細は、問い合わせください。
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日　時 16日（水）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 楽しい出し物、サンタさんとお話、お楽しみ会
参加費 １家庭300円程度
申込期限 12月９日（水）

日　時 16日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 サンタさんと遊ぼう
参加費 親子１組300円（1人増100円追加）
申込期限 12月９日（水）
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