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☎・ＦＡＸ:21－3415
住   所：末永町９２番地６

からの
お知らせ

子育て支援センター

えがお

　　　　 セ ン タ ー 開 放　　　　
毎週月・木曜日
午前９時３０分～正午、午後１時３０分～４時

　　　　 保 育 所 開 放　　　　
６月１１日金午前９時３０分～１１時
くるみ保育所ホール・園庭

　　“ え が お ”ル ー ム　　
６月９日水武道館（保健センターとなり）
６月２５日金ふれあい館（長和地区）
７月２日金みらい館（東地区）
※いずれも午前９時３０分～正午

　　 え が お 年 齢 別 開 放　 　
６月２日水
　１歳児／午前９時３０分～正午
　０歳児／午後１時３０分～４時
６月１６日水
　０歳児／午後１時３０分～４時

○大滝区「遊び教室」
　大滝保育所に「えがお」からおもちゃ
を運んで、遊びの場を作ります。▲

日時／６月３０日水
　　　　午前１０時～１１時３０分▲

対象／大滝区にお住まいの、
　　　　就学前のお子さんと保護者

　おもちゃで遊んだり、お友だちをつくっ
て楽しい時間を一緒に過ごしましょう。▲

毎週月･火･木曜日
　午前９時３０分～正午
　午後１時３０分～４時

　絵本の日（読み聞かせと絵本貸出）　
６月１６日水午前１０時３０分～正午
　「おとうさん」「おかあさん」の絵本
※伊藤文庫や図書館の絵本貸出あり
※すべて予約なしで参加できます｡

　　　　　参加者を募集します　　　　
○子育て講座
　《スペシャルコーヒーでホッと…》を
珈琲店２５番地の店長　高橋克厚さんを
講師に開催します。（スイーツ付き）▲

日時／６月２３日水午前９時～正午▲

場所／ふれあい館（長和地区）▲

対象／就学前のお子さんをお持ちの
　　　　保護者１５名（託児あり）▲

持ち物／カップ、スプーン、フォーク、
　　　　　エプロン、筆記用具▲

材料費／８００円（当日徴収）▲

申込期限／６月１６日水
　　　　　※応募多数時抽選
○ちびっ子広場
　おもちゃを作ったり、リズム遊びや
ゲームなどで遊びましょう。▲
日時／７月１３日火～８月１０日火
　　　　午前１０時～正午▲
対象／１歳６ヵ月～２歳未満の　　
　　　　お子さんと保護者１０組▲

申込期間／６月２１日月～７月７日水
　　　　　※応募多数時抽選

☎・ＦＡＸ:２３－３３８０
山下町すみれ福祉会館
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みんなで楽しく遊ぶために
●食べ物は持ち込まないようにしま
しょう。（授乳中のお子さんの、
ミルクの持ち込みは可）
●手ふき、お茶または水を持って来
てください。
●遊んだおもちゃは片づけましょう。
●おしめは持ち帰りましょう。

トランポリンや三輪車などのおもちゃを
使って遊べる楽しいスペースを作ります。

開館時間：午前１０時～午後６時
※図書特別整理期間６月１５日～２０日
※点訳した本も置いてあります

  ６ 月 の 催 し 
子ども映画会
　　６月１２日土、２６日土
　　午後２時～３時

絵本の読み聞かせ会　
　　６月９日水、２３日水
　　午前１０時３０分～１１時１５分
おはなし会（絵本・おはなし・紙芝居）
　　６月５日土午後２時～２時４０分

きつつきの会　Presents

６月のカレンダー　○＝休館日　□＝催し
土金木水火月日
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　文　学　
麗しき花実 ………………乙川優三郎
真昼なのに昏い部屋 ………江國香織
亡国前夜 ………………………江上剛
ブラックチェンバー ………大沢在昌
神苦楽島（上・下）  …………内田康夫
オー！ファーザー ………伊坂幸太郎
虚国 …………………………香納諒一
マドンナ・ヴェルデ  …………海堂尊
冥談 …………………………京極夏彦
モラトリアムな季節 ………熊谷達也
志賀越みち …………………伊集院静
あすなろ三三七拍子 …………重松清
御隠居忍法魔物 ……………高橋義夫
リミット …………………五十嵐貴久
茜色の空 ………………………辻井喬
剣客春秋～遠国からの友～ …鳥羽亮
　社　会　
葬式は、要らない …………島田裕巳
高齢者は暮らしていけない
  ………………………結城康博他編著
いのちの約束 ………………板垣淑子

　児童書　
モグラの生活  ……飯島正広文・写真
ミニトマトの絵本
 ……………………すがはらしんじ編
ぼくは少年鉄道員
  …………………………西森聡文･写真
サーカスの学校 ……………西元まり
風の館の物語Ⅳ ………あさのあつこ
ナナのたんぽぽカーニバル
 ………………………あんびるやすこ
ふたりでおかいもの
 …………………………いとうひろし
まほうの国の空とぶ妖精 …藤真知子
モテモテおばけチョコレート
 ……………………………むらいかよ
子犬おおそうどう
  ………………ルーシー・ダニエルズ
ミシェルのゆううつな一日
  …………マルティナ・ヴィルトナー
コブタのしたこと
  ……………………ミレイユ・ヘウス
１５歳の東京大空襲 …………半藤一利
　実用書　
さっぽろ雑貨とインテリアのお店
 ………………………………新海直美
世界のてっぺんに立った！
 ……………………………久末眞紀子
思考する豚  ……ライアル・ワトソン

▲

詳細／市立図書館（緯２５－３３３６）
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第２庁舎

第２回

油彩等一 期 会
北海道支部展

お問い合わせ／北海道支部長　森田さん（☎0143-27-5127）
〒052-0012　伊達市松ヶ枝町３４番地１　☎ 22-1515

出かけてみようよ！ あけぼのガイドカルチャー
セ ン タ ー 緯２２‐１５１５

▲

日時／７月６日火・２０日火
　　　　８月３日火・１７日火・３１日火
　　　　午後７時～９時（全５回）▲

講師／吉岡　光代　さん▲

受講料／１，０００円（定員１５名）▲

場所／カルチャーセンター
　　　　リハーサル室▲

申込締切／６月２８日月▲

詳細／社会教育係（緯内線５０９）

★小学生の憩いのひととき
「放課後ＣＬＵＢ」～歌あそび～
　ピアノ演奏による歌のあそび。できれ
ば自分で歌も作っちゃおう。▲

日時／６月３０日水
　　　　午後４時～午後５時３０分▲

場所／カルチャーセンターロビー▲

参加費／無料（申込不要）　▲
対象／小学生・一般▲
詳細／青少年・体育係（緯内線５１１）

★室蘭・登別・伊達
　　「三市合同女性国内派遣研修」
　　　　　　　　　　参加者募集！！▲

日程／８月２６日木～２９日日▲

研修先／東京都･埼玉県（嵐山町）▲
内容／

国会議事堂視察、男女共同参画のための
研究と実践の交流フォーラム参加など▲

募集人数／３名（各市３名ずつ）▲

対象／
地域団体や社会教育関係団体などで活動
できる市内在住の健康な女性▲

参加者負担金／３０，０００円▲

申込方法／下記詳細窓口に備付けの所
定様式（申込書・履歴書）を提出▲

申込締切／６月３０日水▲

詳細／社会教育係（緯内線５０９）

★市民講座

「暮らしに役立つ英会話」
　英語に自信がない人も大丈夫。英会
話の他、Ｅメールの送り方など楽しく
役立つ英語が盛りだくさん！▲

日時／６月２９日火から８月３１日火　
　　　　までの毎週火曜日
　　　　午後２時～４時（全１０回）▲

場所／カルチャーセンター集会室▲

講師／くましろ　たみ　さん▲

受講料／２，０００円（定員１５名）▲

申込締切／６月２１日月▲

詳細／社会教育係（緯内線５０９）

「みんなで楽しく３Ｂ体操」
～心身のリフレッシュ～
　リズム体操・ストレッチ・ヨガ・ジャ
ズダンスなどの要素を取り入れた、音
楽に合わせて行う健康体操です。


