
ワンポイント食育講座

☆上の子の時に、利用してから約 2年
たちますが、何度来ても落ち着く場
所だなと感じています。先生方や保
護者の方たちもみんな優しく接してく
ださるので、子どももおひさまひろば
に行った日は良い子に過ごしてくれま
す。毎月イベントのようなこともして
いるので楽しみです。
　顔なじみの方が増えると子どもも人
とのかかわり合いが上手になるような
…笑顔も増えました（笑）こういった
環境をつくってくれて本当に感謝して
います。

▶てつぼうにブラ～ン
…

【申込み・問合せ】
▶ひのっこ保育所 ( 電話 72-0238）
▶教育委員会 ( 電話 72-2107）

日野町子育て支援室

陽の光をいっぱいあびて、のびのび元気できらりとかがやく子に

★子どもたちが安心して遊び、保護者同士が何でも話し合える集いの場です。
★子育てに関する情報の提供や育児相談もします。何でも気軽にご相談ください。

子育て真っ最中のお父さんお母さん、ご家族を応援します！

《開設日》　毎週水曜日～金曜日　午前９時～午後２時
●正午には昼食の準備をします。午後も参加する人は、お弁当・お茶を準備してください。
●保育所に入所していない子どもたちのほか、里帰りの人、妊婦さんもどうぞ遊びに来てください。
●子育て先輩ボランティア69人の皆さんに交代で、環境整備や遊びのサポートをしていただきます。
●年間利用料として、１世帯1,000円を集金しますので、ご協力お願いします。

　夏が過ぎ、日中も過ごしやすくなりましたね。朝夕の寒暖差がありますので、体調
管理には気を付けてください。おひさまひろばの子どもたちは、自分の力で好きなと
ころへ移動する子がたくさんになりました。今年度が始まって６カ月。一緒に遊びに
来ているお友だちの存在にも気付いて興味を持っていることが感じられます。これか
らもどんどん自分の周りの世界を広げていってくれたら…と願っています。

実りの秋を感じて ～ 秋の自然とふれあおう ～

 １０月の予定

● 5 日（木）あいご「ゆうゆうクラブ」との交流会（10：00 ～ 11：30）

　特別養護老人ホームあいごのおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に、歌を歌ったり、手遊びやふれあい遊び
をして交流しましょう。
● 12 日（木）大山牧場みるくの里へ親子遠足（保育所に９：50 集合、10：00 出発）

　サンサンクラブの皆さんの意見や働きがあり、親子遠足に出かけます。芝生広場や伯耆町運動公園で遊びます。大きくなっ
た子どもたちと一緒に楽しみましょう。※昼食、飲み物は持参ください。なお、当日の天候次第で中止になる場合があります。
● 19 日（木）10 月生まれの誕生会（10：30 ～）　みんなで友だちの誕生日を祝いましょう。
● 25 日（水）図書館からのおはなし会（10：30 ～ 11：00）

　季節の楽しい手遊びやわらべうた、おはなしなどを一緒に楽しみます。
● 27 日（金）保育所の友だちと一緒にレッツダンス（10：45 ～ 11：00）

　保育所の友だちと一緒に体を動かしましょう！

 月のテーマ10

●年間利用料として、１世帯1,000円を集金しますので、ご協力お願いします。

おともだち
ただ
いま24人

子育て真っ最中のお父さんお母さん、ご家族を応援します！
おともだちおともだちおともだち

 支援室のつぶやき

20

 利用者からのひとこと

▲ 自 分 で 出 た り

入ったり…楽しい

なぁ～♪

▼ み ん な で 輪 に
なって…♥♥♥
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図書館・ホール森の音楽隊

TEL 72-1300　FAX 72-1320
E-mail  hinotosyo@book.town.hino.tottori.jp

月～金　午前 9 時 30 分～午後 6 時

土・日　午前 9 時～午後 5 時

カレンダー

　○印が休館日です 10 月
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木のおもちゃづくり

10 月 14 日（土）9：30～ 12：00
場　所▶町図書館車庫（要材料費）
内　容▶ゆらゆら人形ほか

図書館おはなし会

10 月 22 日（日）14：00～ 14：30
場　所▶町公民館（公民館まつりと共催）
内　容▶秋の絵本・紙芝居など

あたまイキイキ音読教室

10 月 27 日（金）13：30～ 15：00
場　所▶町文化センター・ホワイエ
参　加▶無料
内　容▶昔語や詩・童謡など

図書館の展示コーナー

ちぎり絵作品展
～上菅ちぎり絵グループ～
10 月 1日（日）～10 月 29 日（日）

◆時　間　13：30開演（13：00開場）
◆会　場　町文化センター・ホール森の音楽隊
◆入　場　無料　
◆出　演　日野中学校吹奏楽部、日野高校、
合唱団おしどりたち、コーラスグループア
ザレア、町民ミュージカルなど
◆主　催　日野高等学校

つながりコンサート
日野のまち

10
6

（金）

人権啓発講演会および日野町人権・同和教育研究集会　
時間：午後１時開演　会場：町文化センター・ホール森の音楽隊 　
講演：「私の歩んだ道～見えないから見えたもの～」　講師：竹内昌彦さん

10
28

（土）

日野中学校文化祭
会場：町文化センター・ホール森の音楽隊 
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はじめてのオカリナ教室♪

10 月 11 日（水）13：30～ 15：00

場　所▶
町文化センター・
リハーサル室
講　師▶
長尾光貴さん（本郷）

10月 25 日（水）13：30～ 15：00

！！

「本との出会い、みつけよう！」

日野町読む読むキャ
ンペーン第８回

　日野町子どもの読書推進委員会（西村伸一会長）では、図書館・家庭・学校・

地域が連携して読書の楽しさを全町に広げようと、「読む読むキャンペーン」を開

催します。読書の秋、ぜひ皆さんご参加ください。

10.2（月）～11.10（金）

①読書マラソン
　1 冊ごとに本を読んで返却した時に、マラソ

ンカードにスタンプを押してもらいます。図書

館、保育所、学校、町公民館、下榎集会所どこ

でも借りても良いです。

　ウォーキングコース（10 冊）、競歩コース（20

冊）、マラソンコース（40 冊）があります。ゴー

ルしたらスペシャルカードと一緒に出してくだ

さい。ゴールまで読んだ人の中から抽せんで記

念品が贈られます。

②読書リレー
　1 冊の本を 3 人以上で順番に読んで、ひとこ

と感想や絵を描いて次の人に回し、簡単な絵本を

作ります。家族や友人と 1 冊の本を楽しみもう。

③本のある風景＜写真・川柳コンテスト＞
　優秀作品には記念品が贈られます。

④ほんの木
　面白かった本、おすすめの本を葉っぱの紙に

書いて、木に貼って茂らせよう。

※①～④のいずれも用紙が図書館・町公民館・下榎集会所・学校・保育所にあります。

　日野高校と町内の合唱団・町民ミュージカ

ルとのジョイントをお楽しみください。

◆時　間　10：30 開演（10：00 開場）◆会　場　山村開発センター
◆出　演　人形劇屋  たくたく堂（宇治市）
◆内　容　「ぷわぷわぷよ～ん」「なんだっけ？ぴよのすけ」
　　　　　※人形あそびワークショップ（おみやげ付き）もあります。
◆鑑賞料　一人 500 円（子ども・大人共通）
　　　　　※チケットは、図書館・町公民館などで取り扱っています。
◆主　催　親子でアートを楽しむ会「おひさま」

０～３歳のためのアートスタート1015
（日）

「お・お・き・く な・あ・れ！」
～おやこいっしょに　たくさん笑おう　たくさん語ろう～

人形劇屋  たくたく堂

10 8
（日）

詳しくは25
ページをご
覧ください。


