
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

おともだち
ただ
いま９人

日野町子育て支援室

★いろいろな遊びや活動を通して、子育て中の仲間同士の交流が
広がるようお手伝いをしています。★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。
《開設日》月～金曜日、午前９時～午後２時※開設日は月によって変わります。
《開設場所》ひのっこ保育所内、子育て支援室
●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、お父さん、おばあちゃ
ん、おじいちゃんもどうぞ遊びに来てください。●お昼ごろには昼食を食べます。お子さ
んのリズムに合わせてお弁当や離乳食を一緒に食べましょう。●子育て先輩ボラン
ティア 60 人の皆さんに、環境整備や遊びのサポートをしていただきます。

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

同時
開催！

子育て支援室「おひさまひろば」
フェイスブック随時更新中！
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6 月誕生会
時間 /10：30 ～
お誕生日おめでとうございます♪楽しい出し物
を準備しています。皆さんでお祝いしましょう！

6 / 3（金）

おでかけおひさまひろば
時間 /10：00 ～ 14：00　場所 / 町公民館
昼食は、具だくさんのみそ汁です。
食材費 / １家庭 200 円
持ち物 / おにぎりや離乳食、お茶など
参加希望者、離乳食の取り分け希望者は、
6 月 7 日（火）までにお知らせください。

6 / 8（水）

おはなしデー
時間 /10：30 ～
おうちの人のひざに座って、ほっこり絵本の
読み聞かせを楽しみましょう。その他、季節
の手遊びなども予定しています。

6 /10（金）

きらきらサロン
テーマ「子どものスキンケアについて」
紫外線対策、虫よけ対策など、参加者の皆さ
んで情報交換しましょう。
町保健師による計測会・相談会も同時開催し
ます。時間に余裕を持ってお越しください。
持ち物 / フェイスタオル、母子手帳

わらべうたデー
時間 /10：30 ～
季節のわらべうたや、おうちでもできる簡単
なわらべうたをします。初めての人もお気軽
に参加してください♪

6 /14（火）

おひさまPhoto
今月の…

おひさまInfo

わくわくデー
「川あそびをしよう」　時間 /10：30 ～
集合場所 / 農協日野支所駐車場
準備するもの / 親子ともに濡れてもいい服装、
帽子、サンダル（ウォーターシューズ）、水筒、
タオル
※雨天中止。中止の場合は子育て支援室にて
通常開催します。

6 /22（水） ◀今年度も、親子
で楽しめるわらべ
うたを毎月計画し
ています。予定を
確認してお出かけ
ください！

わらべうたデー
4

15／
（金）

▶昨年の秋に、日野更生保護女
性会の皆さんが植えてくださっ
たチューリップが、今年もきれ
いに咲きました。親子で足を止
めて「きれいだね」と楽しむ姿
が見られました。

▲▶ 4 月、新しいお友だちの参
加もあり、にぎやかになってきま
した。初めての人も気軽に参加
してください♪



7
23（土）

～25（月）

はじめてのオカリナ教室

6月8・22日（水）13：30～15：00
場　所▶町文化センター・ホワイエ
講　師▶長尾光貴さん

木のおもちゃづくり

6 月 19 日（日）9：30～ 12：00
場　所▶図書館車庫（要材料費）
内　容▶おもちゃと組み木教室

図書館おはなし会

6 月 25 日（土）11：00～ 11：30
場　所▶図書館絵本コーナー
内　容▶わらべうた・絵本など

ふるさと俳句会～はじめの一歩～

6 月 8日（水）10：00～ 11：30
場　所▶図書館郷土資料コーナー
参加費▶ 100 円
講　師▶梅林敏彦さん

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 ６月

13 広報ひの 5月号 -2022‐
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6 19
（日） サックスボックスコンサート
◆時間　13：30 開演（13：00 開場）　　◆会場　町文化センター
◆チケット　一般 700 円　高校生以下 300 円
　　　　　　（※町図書館・町公民館で取り扱っています）
◆主催　ホールと共に歩む会

サロンコンサートvol.32

図書館の展示コーナー

石倉かよ子の
Leather world

6 月 1日（水）～ 6月 29日（水）

～私にとっての
カッコイイを求めて～

6 4
（土）
「生田長江の業績の今日的意義」
～生田長江が今に残したものⅡ～

◆時間　13：30 ～ 15：00　　　◆入場　無料
◆会場　延暦寺（JR 根雨駅前）
◆講師　河中信孝さん（「白つつじの会」会長）
◆問合せ　「白つつじの会」生田長江顕彰会
　　　　　町図書館（電話 72-1300）

生田長江入門セミナー　vol.29

日野町文化展

◆期間　7 月 23 日（土）13：00 ～ 18：00  /  24 日（日）9：00 ～ 18：00
　　　　25 日（月）9：00 ～ 14：00
◆会場　山村開発センター　◆主催　日野町文化団体連絡協議会
※賛助出品の募集も行っています。出品希望の人はご連絡ください。
◆出品希望届提出期限　6 月 17 日（金）
◆問合せ先　町図書館（電話 72-1300）

第18回

町内の写真・書道・陶芸・石こけし・パッチワークなど、文化団体に
よる作品展です。ぜひ、お越しください。

7 8
（金）

「おひさま劇場」
【朝の部】「おおかみと七ひきのこやぎ」
　　　　  「瓜子姫とあまんじゃく」
　　　　◆時間　10：00 開演（9：45 開場）
　　　　◆会場　ひのっこ保育所

アートスタート
人形劇団クラルテ公演

◆前売券　高校生以下 600 円　一般 800 円（当日はいずれも 200 円増）
※チケットは町図書館・町公民館などで 6 月初旬から取り扱います。
◆主催　親子でアートを楽しむ会「おひさま」

【夜の部】「あひるさんのぼうし」
　　　　  「もりのゆうびんはいたつ」
　　　　◆時間　19：00 開演（18：45 開場）
　　　　◆会場　ひのっこ保育所
　　　　　　　　（一般の人も入場できます）


