
　｢としょかん講演会｣を開催します。
・日　時：３月28日（日）午後１時30分～３時
・場　所：本館　２階　視聴覚講演室
・講　師：塩見　昇さん（日本図書館協会理事長）

今月の本

日 曜日 時間 場所 行事名
1 月
2 火 （休館日）
3 水 10：30～ 出石 えほんのとびら
4 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　
5 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
6 土
7 日
8 月
9 火 (休館日)
10 水
11 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
12 金

10：00～ 竹野 本のリサイクルフェア（～19日）
10：10～ 本館 土曜としょかん

10：30～
城崎 おはなしのこべや

13 土 竹野 おはなし玉手箱
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 おたのしみひろば

14 日 13：20～ 本館 第12回古文書講座（初級）15：00～ 第12回古文書講座（中級）
15 月
16 火 (休館日)
17 水
18 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会
19 金 11：00～ 城崎 おはなしひろば
20 土
21 日・祝 (休館日)
22 月・休
23 火 (休館日)
24 水
25 木 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会

13：30～ 城崎 春のおたのしみ会
26 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）

27 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
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

28 日 10：30～ 日高 おはなし会
13：30～ 本館 としょかん講演会

29 月
30 火 (休館日)
31 水 (休館日)

＜ 一 般 ＞
なくなりつつあるモノでも心に残るモノ
岩田健三郎　絵・文
（神戸新聞総合出版センター）

※詳細は、各館へ問い合わせください。

　フィルム、ふんどし、ＬＰレコード、
卒業した学校…懐かしいモノを味わ
いある版画と文で。

＜ 児 童 ＞
地球最北に生きる日本人
武田　剛　作（フレーベル館）

　温暖化の影響が著しい北極を、イ
ヌイットの村に暮らす日本人・大島
さんの取材を通して紹介。

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

3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）

3月の行事予定

・定　員：80人（先着順）　　　　
・申込期限：３月26日（金）
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3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

パパとあそぼうデー“おやこっこ遊び　パート２”
日　時 27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 乳幼児と父親　40組（母親、きょうだい参加可）
内　容 親子遊び、リズム遊び
講　師 生涯学習サポート兵庫　嘉

よし
仁
ひと
さん

募集期間 ８日(月)～25日(木)

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

絵本の読み聞かせの会

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

ひなまつり
日　時 ３日(水)午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 シアターなど、おにぎりびなを作る
持ち物 １人につきおにぎり２個、お茶

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 29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

ひなまつりクッキング
日　時 ２日(火)午前10時～午後０時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 みんなでトッピングひなすしを作ります(参加費100円)
持ち物 米１合、エプロン、三角巾、マスク(親子)

母親交流会
日　時 26日(金)午前10時30分～正午
対　象 乳幼児と保護者、妊婦
内　容 乳幼児身体計測、妊婦血圧測定、育児健康相談など

おはなし広場
日　時 ６日(土)、13日(土)、20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 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(木)午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 子どもとの関わり方の話②｢子どものほめ方、しかり方｣

子育てミニ講話

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

子育てセンター竣工式

なかよし広場
日　時 ４日(木)午前９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

おやこっこ運動遊び
日　時 12日(金)午後１時30分～２時45分
対　象 ２歳以上の幼児と保護者　20組
内　容 運動遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）
募集期間 ３日（水)～10日(水)

みんなで３Ｂ体操
日　時 29日(月)午前10時～11時30分
場　所 竹野地区公民館　３階
対　象 乳幼児と保護者（きょうだい歓迎）

内　容 ３Ｂ体操で春を迎えましょう。春休み中のきょうだいも参加ください。
講　師 竹本七美さん

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 親子運動遊び（こども育成課　仲義　健、西松夕紀子）

日　時 27日(土)午前９時30分～11時
場　所 但東子育てセンター（但東市民センター１階）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 まっちゃん（町田浩志さん）の親子遊び

パパと遊ぼうＤ
　デ 　 ー 　

ＡＹ！

竹野子育てセンター　☎47-2030
（竹野健康福祉センター）土・日曜日休館

ひなまつり
日　時 ３日(水)午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　25組
内　容 おひなさまミニクッキング、ハンドベル演奏など
その他 参加費：親子１組150円、申込期限：１日(月)

おたのしみ会 ｢わくわくランド｣
日　時 26日(金)午後１時30分～３時30分
対　象 乳幼児と保護者、小学生　50人
内　容 おひなさま制作など（参加費無料）
募集期間 ７日(日)～20日(土)

わらべうた＆折り紙遊び
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 わらべうた遊び、折り紙「おひなさま」

親子で絵本を楽しもう
日　時 24日(水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本の読み聞かせなど

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 春の歌、童謡、アニメソングなどを歌う

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 センター職員の絵本の読み聞かせ

クッキング“春の苦みを味の記憶にのせましょう”
日　時 26日(金)午前９時45分～午後１時30分
場　所 豊岡地区公民館
対　象 子育て中の保護者　15人、一時保育15人まで
内　容 はなのてんぷら、よもぎの蒸しパン、ふきのとうごはん
講　師 管理栄養士　岡崎典子さん
費　用 親子１組350円（一時保育：１人100円の保育雑費）
募集期間 ５日(金)～19日(金)

おやこっこリズム遊び
日　時 18日(木)午前10時30分～11時30分
対　象 ２歳の幼児と保護者　15組
募集期間 ５日(金)～15日(月)
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