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１０月の行事予定

１１月の行事予定

子ども編集スタッフのページ

ようちえん・ほいくえんに

　　　　　　お出かけ体験

イラストコーナー

　　 がつ　　ぎょうじ　よ  てい

　　 がつ　　ぎょうじ　よ  てい

  こ　　　　  へんしゅう

　　　　 　　　　　　　　　　　 で　　　　　たいけん
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表紙イラスト　大島小5年　P・N　ジュラシックワールドさん

萩子ども情報センター
〒７５８-８５５５
萩市大字江向５１０番地
萩市教育委員会文化・生涯学習課内
電話　０８３８－２５－３５９０
FAX　０８３８－２５－３１４９
E-mail shougai@city.hagi.lg.jp

 はぎ　こ　　　　　じょうほう

はぎ し おおあざ　えむかい　　　　ばん ち

はぎ し きょういく い いんかいぶん　か　しょうがいがくしゅうか　ない

でん　わ

子ども編集スタッフって何するの？

　●体験取材に参加して感想や

　　イラストを書きます。

　●みんなから届いたイラスト

　　を選びます。

★下記にて連絡お待ちしています。

　こ　　　　　　へんしゅう　　　　　　　　　　　　　　　なに

　　　 　　たい けん しゅ ざい 　　 さん　か　　　　　　かん そう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

　　　　　 　　　　　　　　　　　　とど

　　　　　 　　えら

 　　　か　 き　　　　　　れん らく　　　 ま

子ども編集
スタッフ募集!!

こ　　　　　　　　へん 　しゅう

ぼ　 しゅう

子ども情報誌
こ じょう  ほう　　し

稲刈りに挑戦
「あそぼ米を収穫しよう！」

まい　　　　　　 しゅう　　かく

いね　　　 か　　　　　　　　　　　　ちょう　　せん
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￥
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ところ

対象者

参加費

その他

主催・問い合わせ

たいしょうしゃ

 さん　か　 ひ

　　　　　 た

しゅ さい　　　 と　　　　あ
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￥
１０/２㈬ １０：００～１２：００　　　萩市民体育館

未就園児とその保護者、家族　　　無料

メダルや素敵なプレゼントがもらえます

萩市健康増進課　☎０８３８－２６－０５００

　　　　　　 すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　し　みん たい いく かん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　 か　ぞく　　　　　　　　　む りょう

　　　　　　　　　　　す　てき

はぎ　し　けん こう ぞう しん　か

元気なちびっ子と保護者の交流イベントです。
げん　き　　　　　　　　　　　 こ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　こうりゅう

子育て輪づくり大運動会
こ　 そだ　　　　　わ　　　　　　　　　　　だい　うん　どう　かい

￥

１０/１２㈯ １８：００～２０：３０

児童館、萩わんぱーく　　　どなたでも　　

１００円のおだんごパン（飲み物付）

申し込み必要　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　　　　　　 　 ど

　じ　どう かん　　　はぎ

　　　　 えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　 もの つき

もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　　　　　じ　どう かん

竹灯に灯をともして、コンサートを楽しもう！
たけ とう　　 あかり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの

月光浴と竹灯路コンサート
げっ　こう　よく　　　　 たけ　とう　 ろ

￥

１０/２９㈫ １８：３０～２０：００　　萩市民館大ホール

小学生以上　　　無料（全席自由）

託児、手話通訳、要約筆記、磁気ループ席あり

萩市教育委員会 文化・生涯学習課  ☎０８３８－２５－３５９０

　　　　　　 　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　し　みんかん だい

しょうがくせい　い じょう　　　　　　　　む りょう　ぜん せき　じ　ゆう

たく　じ　　　 しゅ　わ　つう やく　　　よう やく ひっ　き　　　　じ　 き　　　　　　　　 せき　

はぎ しきょういく い いんかい　ぶん か　 しょうがいがくしゅうか

元ノルディックスキー複合メダリストの荻原健司さん

に、ご自分の経験をお話しいただきます。演題「本気

は本物か」ーキング・オブ・スキーと呼ばれた男ー

もと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく ごう　　　　　　　　　　　　　　　 おぎ わら けん　じ

　　　　　　　　じ　ぶん　　　けいけん　　　　　 はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん だい　　　ほん　き

　　　ほん もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　おとこ

未来を切り拓くひとづくりセミナー
み　　らい　　　　　き　　　　　ひら

図書館
コーナー

と　　しょ　かん

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－２５－６３５５

国際交流員の英語で読み聞かせ
こく　 さい　こう　りゅう いん　　　　 えい　 ご　　　　　　よ　　　　　 き

英国の子どもたちに愛されている絵本や

児童書の読み聞かせ

えい こく　　　こ　　　　　　　　　　　　　 あい　　　　　　　　　　　　　 え　ほん 　　　

　じ　どう しょ　　　 よ　　　　き

１０/２５㈮、１１/２２㈮ １５：３０～１６：００

わくわく子ども図書館　　　小学生以下

（定員２０名程度）　　申し込み不要

　　　　　　　 きん　　　　　　　　　きん

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがくせい　い　 か

　 てい いん　　　　めい てい　ど　　　　　　　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

手遊び、わらべうた、パ

ネルシアター、絵本の読

み聞かせなど

　て　あそ

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　え　ほん　　　 よ

　　　き

おはなしの森
もり

毎週月・金曜日　

１１：００～１１：３０

わくわく子ども図書館

乳幼児とその保護者

まい　しゅうげつ　　　きん　よう　 び

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

楽しいイベント盛りだくさん★
たの　　　　　　　　　　　　　　 も

図書館まつり
と　　しょ　かん

１０/２７㈰ １０：００～１６：００

萩図書館　　どなたでも

　　　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん

無料
　む りょう

￥

本の交換会を行います。
ほん　　　こう かん かい　　 おこな

ぶらり ぶらいんど ぶっくまーけっと

１０/１㈫～１２/３０㈪ ９：００～２１：００

萩図書館　　　どなたでも

　　　　　　 か　　　　　　　　　　　　げつ

はぎ　と　しょ かん

ＮＰＯ萩みんなの図書館ボランティアグループに

よる絵本の読み聞かせなど。１１/３０は、至誠館大

学の学生さん「ぴーかーぶー」による読み聞かせ。

　　　　　　はぎ　　　　　　　　　　　と　しょ かん

　　　　　　え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　し　せい かんだい

がく　　　がく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　き

おはなし会　おひさま
かい

毎週土曜日 １４：３０～１５：００

わくわく子ども図書館　　　小学生以下

　まい しゅう　ど　　よう　 び

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　　しょうがく せい　い 　か

作品展示  ものづくりを楽しもう
～図書館の本を参考にして～ 

さく　ひん　てん　 じ たの

と　しょ かん　　　ほん　　　さん こう

１１/１㈮～１１/１７㈰ ９：００～１７：００

（１７日は１２：００まで）

萩図書館２階　　　どなたでも

　　　　　きん　　　　　　　　　　　にち　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　にち

はぎ　と　しょ かん　　　かい

図書館の本を読んで作ったみんなの作品

を展示するよ！（１０/２１まで作品募集中）

   と　しょ かん　　　ほん　　　 よ　　　　　 つく　　　　　　　　　　　　　　　さく ひん

　　　てん　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さく ひん　ぼしゅうちゅう

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

ジャックと豆の木　ほか
まめ　　　 き

ジョイントネット萩

「草の芽」によるおはなし会

はぎ

かいくさ　　　　　め

１１/５㈫ １０：００～１１：００　　　幼児
　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう　じ

チャレンジ★おてがる
パーティーセットをつくろう！

１１/１７㈰ １３：３０～１４：００

小学生

　　　　　　　にち　　　

しょうがくせい

中野くんにギターを教えてもらおう！

かわいいマグネットを作ろう！

雑誌についてくるふろくを釣ろう！（子ども限定）

深野さんのキッチンカーもくるよ！（軽食販売）

なか　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

ざっ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　こ　　　　　　げん てい

ふか　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょくはんばい

第１回ちっちゃな図書館まつり
だい　　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　しょ　かん

１０/２６㈯ ９：３０～１７：００　　　どなたでも
　　　　　　　　ど

育英小学校坂倉校長先生

が撮った、萩市周辺の鳥

たちの写真を展示します。

いく えいしょうがっ こう さか くら こうちょうせん せい

　　　と　　　　　　　　 はぎ　し しゅうへん　　　とり

　　　　　　　 しゃしん　　　てん　じ

坂倉校長先生の

鳥の写真展

さか　くら　こう　ちょう せん　 せい　　　　

とり　　　　しゃ　しん　 てん

１０/２６㈯～１１/２６㈫ 

９：３０～１７：００

どなたでも

　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　か

無料
　む りょう

￥

手遊びや絵本の読み聞かせなど
　て　あそ　　 　　 　え　ほん　　　 よ　　　　き

ちっちゃなおはなし会
かい

毎週金曜日　１０：３０～１１：００　　　乳幼児とその保護者
まい　しゅうきん　よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ無料

　む りょう

￥

明木図書館通信のイラスト描き
あきらぎ　 と　しょ かん つう しん　　　　　　　　　　　　　 か

としょかん通信をつくろう
つう　 しん

１０/１６㈬、１１/２０㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　　 　すい　　　　　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

絵本の読み聞かせなど
　え　ほん　　　　よ　　　　き

「草の芽」のおはなし会
くさ　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい

１０/２３㈬、１１/２７㈬ １５：３０～１６：３０

小学生　　　ジョイントネット萩「草の芽」

　　　　　　　　すい　　　　　　　　　　すい

しょうがく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　くさ　　　 め

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４
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￥

と　き

ところ

対象者

参加費

その他

主催・問い合わせ

たいしょうしゃ

 さん　か　 ひ

　　　　　 た

しゅ さい　　　 と　　　　あ

身近なものを使った工作遊び
　み　ぢか　　　　　　　　　　つか　　　　　こう さく あそ

工作会
こう　さく　 かい

１０/２㈬・９㈬、１１/６㈬・１３㈬

１５：３０～１６：３０　　　小学生

　　　　　　すい　 　　　すい　　　　　　　　すい　 　　　　すい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

フィルムケースを使ったコマ作り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか　　　　　　　　　　 づく

宇宙独楽工作会
う　ちゅう　 ご　　ま　 こう　 さく　かい

１０/１９㈯・２０㈰ １０：００～１６：３０

小学生以上（各回先着１０名程度）

　　　　　　　　 ど　　　　　　　にち

しょうがくせい　い じょう　　 かく かい せんちゃく　　 めい てい　ど

似顔絵やイラストの描き方をアドバイス
　に　がお　え　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　　 かた

イラスト教室
きょう しつ

毎月第２・４金曜日 １５：３０～１６：３０

小学生　　　講師：西村咲由里 氏

まい　つき　だい　　　　　　きん　 よう　 び

しょうがく せい　　　　　　　　こう　し　　　にし むら　さ　 ゆ　 り　　 し

１０/９㈬、１１/１３㈬ １０：００～１１：３０

創作活動多目的室　　　生後１年未満の

あかちゃんと保護者（先着６組）

無料　　　バスタオル、着替え、おむつ、

あかちゃんの飲み物　申し込み必要

　　　　　　すい　　　　　　 　　　すい

 そう さく かつ どう　た　もく てき しつ　　　　　　　　せい　ご　　　　ねん　み　まん

　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　ご　しゃ　 せんちゃく　 　くみ

　む りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　 が

　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　 もの　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

あかちゃんの心と体を育てるベビーマッサージ
　　　　　　　　　　　　　　こころ　　からだ　　そだ

ベビーマッサージ教室
きょう しつ

￥

児童館　☎０８３８－２５ー１０２５
　じ　どう かん

１１/３㈰ １３：００～１５：００　　　萩わんぱーく

どなたでも　　無料　　出店者は申し込み必要

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

　　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう　　　　　しゅってんしゃ　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

　　　　　 ほうじん　はぎ　こ

子どもたちがフリーマーケットを開

催！出店者（子ども）は２m×２m区画

　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

さい　　　しゅってんしゃ　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く　かく青空市場
あお　ぞら　いち　　ば

￥

１１/５㈫ １０：００～１１：００　　日の丸保育園 遊戯室

未就園児とその保護者（先着２５組）

無料　　　申し込みは１０月２９日㈫まで

萩市子育て支援センター　☎０８３８－２５－４４８８

　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ　　　 まる　ほ　いく えん　 ゆう　ぎ　しつ

　み しゅうえん じ　　　　　　　　 ほ　 ご　しゃ　せんちゃく　　 くみ

　む りょう　　　　　　　 もう　　　 こ　　　 　　　　　がつ　　　　にち　か

はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

劇団バクによる人形劇「ねずみのすもう」
げき だん　　　　　　　　　　　　　にんぎょうげき

観劇会
かん　げき　かい

￥

１１/２４㈰ １０：００～１２：００　　　児童館  集会室

小学４年生以上（定員２０名・保護者可）

５００円　　　エプロン、マスク、三角巾持参

講師：橋本順子さん　　 児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　　　　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　どう かん　 しゅうかい しつ

しょうがく　　　ねん せい　い じょう　 てい いん　　　 めい　　　　ほ　ご　しゃ　か

　　　　　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん かく きん　じ　さん

こう　し　　　はし もとじゅん こ　　　　　　　　　　　　 じ　どう かん

自分のアイデアで創作和菓子を

作って「お題」をつけよう！　

  じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　 そう さく　わ　 が　 し

つく　　　　　　　　　　 だい

オリジナル

和菓子を作ろう！
わ　　が　　し　　　　　つく

￥

１１/２５㈪ １９：００～２０：３０

児童館  体力増進室

小学４年生～大人（定員１００名）　　　無料

整理券配布　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　　　　　　　　げつ

　じ　どう かん　　たいりょくぞう しん しつ

しょうがく　　　ねん せい　　　おと　な　　てい いん　　　　　めい　　　　　　　　　　　む りょう

せい　り　けん はい　ふ　　　　　　　　　じ　どう かん

高学年向けの

舞台鑑賞です。

こう がく ねん　む

　ぶ　たい かんしょう

ロバの音楽座

カテリーナ古楽合奏団

おん　がく　　ざ

こ　 がく　 がっ　そう　だん

￥

3

萩わんぱーく
はぎ

１０/２７㈪ １３：００～１４：００

どなたでも　　　無料

　　　　　　　げつ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

ベーゴマ優勝は誰の手に！？
　　　　　　　　 　　ゆうしょう　 　だれ　　　 て

わんぱーく　ベーゴマ大会
たい　かい

１１/２４㈰ １３：００～１４：００

どなたでも　　　無料　　　

　　　　　　　 にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

釘さし優勝は誰の手に！？
くぎ　　　　　 ゆうしょう 　　だれ　　　 て

わんぱーく　くぎさし大会
たい　かい

萩子どもセンター
☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　こ

毎週水・土・日曜日

１０月～３月　１０：００～１６：００

どなたでも　　　無料

着替え、お茶（水）持参　　

まいしゅうすい　　　ど　　　にち　よう　び

　　　がつ　　　　 がつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

　き　 が　　　　　　　　 ちゃ　　みず　　じ　さん

￥

プレーリーダーといっしょに、

どんなことして遊ぶ！？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそ

プレーパークであそぼ！！

１０/２３㈬、１１/２７㈬ １０：３０～１１：３０

未就園児とその保護者　　　無料

飲み物、タオル、着替えなど汚れても

いい服装を持参

　　　　　　　 すい 　　　　　　　　　 すい

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　 む りょう

　の　　　 もの　　　　　　　　　　　　　 き　 が　　　　　　　　 よご

　　　　　ふく そう　　　 じ　さん

￥

親子で外遊びの楽しさを満喫しませんか？
 おや　こ　　　 そと あそ　　　　　たの　　　　　　　 まんきつ

萩わんぱーくであそぼうの会
はぎ かい

１０/３㈭ ミニ運動会　

１１/７㈭ 秋のお散歩

１０：３０～１１：３０　　  萩わんぱーく

未就園児と保護者　　　無料

　　　　　　もく　　　　　　　　うん どう かい

　　　　　　もく　　　あき　　　　　 さん　ぽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ

　み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　 　　む りょう 

ピヨピヨ

￥

１１／２１㈭　１０：３０～１１：３０　　　集会室

未就園児と保護者、子育てに関心のある方

無料　　　申し込み必要

萩市親学講座と兼ねています。

　　　　　 　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかいしつ

　みしゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　 　こ　そだ　　　　　かん しん　　　　　　　　かた

　む りょう　　　　　 　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

はぎ　し　おや がく こう　ざ　　　　か

演題「健康も美もすべては腸活から」

講師：美腸アドバイザー須本愛子さん

えんだい　　　けんこう　　　 び　　　　　　　　　　　　　ちょうかつ

こう　し　　　　び ちょう　　　　　　　　　　　　　　　 す　もと あい　こ

子育て応援講座
こ　 そだ　　　　　おう　えん　こう　　ざ

￥

１０／１７㈭　１０：３０～１１：３０

体力増進室　　　未就園児と保

護者、子育てに関心のある方

無料　　　申し込み必要

萩市親学講座と兼ねています。

　　　　　 　　 もく

たいりょくぞう しん しつ　　　　　　　　　みしゅうえん　じ　　　　ほ

　ご　しゃ　 　こ　そだ　　　　　かん しん　　　　　　　　かた

　む りょう　　　　　 　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

はぎ　し　おや がく こう　ざ　　　　か

講師：親子ヨガインストラクター

　　　國木千津子さん

こう　し　　　 おや　こ

　　　　　　　　くに　き　 ち　 づ　 こ

おやこヨガ

￥

て
い
　
れ
い
　
ぎ
ょ
う
　
じ

定
例
行
事

★卓球教室　　　毎月第２・４土曜日
　１０：００～１１：３０　　　小学２年生以上

　　　たっ きゅうきょうしつ　　　　　　まい つき だい　　　　　ど　よう　び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　しょうがく　　　ねん せい　い じょう

★だんすダンス！ 　毎月第２・４金曜日
　１９：００～２０：００　　　小学２年生以上

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　まい つき だい　　　　 きん よう　び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　しょうがく　　　ねん せい　い じょう

★みんなでミュージック
　１０⁄２６㈯、１１⁄２３㈯ １３：３０～１５：００

　小学生以上

　　　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　ど

　　　しょうがくせい　い じょう

無料　　申し込み必要　参加者募集中！
　むりょう　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　さん　か　しゃ　ぼしゅうちゅう

￥

★子育て相談　　　１０⁄２４㈭、
　　１１⁄２８㈭ １０：３０～１１：３０

　　　　こ　　そだ　　　　そう　だん　 　　　　　　　　　　　　　　もく

　　　　　　　　　　もく

★子育てアドバイス
　毎週水・土曜日 ９：３０～１７：００

　毎週木曜日 ９：３０～１２：３０

　　　こ　　そだ

　　　まいしゅうすい　　 ど　よう　び

　　　まいしゅうもく　よう　び

★元気なときにかかる医者
　１０⁄１６㈬、１１⁄２０㈬ １０：３０～１１：３０

　　　 げん　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　 しゃ

　　　　　　　　　　すい　　　　　　　　　すい

み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ たいしょう

未就園児の保護者対象



え　　　て　　 がみ　　　　　　か

絵手紙を描いてみよう！
●と　き　11月2日（土）　9：00～１2：００
●ところ　萩市民館　　●申し込み受付　1０月２５日（金）まで
　萩市教育委員会文化・生涯学習課　☎0838－25－3590まで

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　 し　　みん　かん　　　　　　 　　　 もう　　　　 こ　　　　 うけ　つけ　　　　　　　　がつ　 　　　　にち　　 きん

　　　 はぎ　し　きょう いく　 い　 いん　かい　ぶん　 か　　　　しょう がい　がく しゅう　か

がつ　 　　　にち　　 　ど

身近なものを使った科学遊び
　み　ぢか　　　　　　　　　　 つか　　　　　　か　がく あそ

ふしぎの会
かい

１０/３０㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生以上
　　　　　　　　 すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい　い じょう

図書館活用方法が身につくクイズに挑戦（抽選で賞品あり）
　と　しょ かん かつ よう ほう ほう　　　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうせん　ちゅうせん　　しょうひん

ドはやっぱり読書のド♪ ｐａｒｔⅡ 図書館ミッションに挑戦！と　しょ かん　　　　　　　　　　　　　　　ちょうせんどく　しょ

１０/２６㈯～１１/１０㈰ １３：００～１６：３０　　　小学生以上
　　　　　　　　　ど　　　　　　　　　 　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがく せい　い じょう

R1.9.7（土）　
場所：佐々並

　　　　　　　　　　　ど

　ば　しょ　　　 さ　 さ　なみ

4

次回予告
じ　　　　かい　　

　　よ　　　　こく

いね　　　　か　　　　　　　　　　　 　　ちょう　　せん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まい　　　　　　　　しゅう　 　かく

稲刈りに挑戦「あそぼ米を収穫しよう！」

本に透明フィルムコートをかける（１人２冊まで）
ほん　　　とう めい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　 さつ

愛読書装備体験 

だい　す　　　　　　   ほん

あい　どく　しょ　そう　　び　 たい　けん

１０/２６㈯～１１/１０㈰ １０：００～１６：３０

小学生以上　　　自分の本を持参

　　　　　　　　　ど　　　　　 　　　　　　にち

しょうがくせい　い じょう　　　　　　　　じ　ぶん　　　ほん　　　 じ　さん

～大好きな本にブック

フィルムをかけよう～
明木
図書館

あきら　　ぎ

と　　 しょ　　かん

新
し
い
子
ど
も

編
集
ス
タ
ッ
フ

あ
た
ら

こ

へ
ん　

し
ゅ
う

稲の殻をむいて生で食べたら
やわらかくておいしかったよ！！

いね　　から　　　　　　　　　なま　　　た

ボールを投げる時、どこに行くか
わからないのが楽しかった。

　　　　　　　　　なげ　　　　 とき　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　 たの

黄色の玉に近づける
のが難しかった。

き　いろ　　 たま　　ちか

　　　　 むず

いいお米に
なると
いいなぁ！！

こめ

青色だと、まだ収穫
できないとわかった。

あお いろ　　　　　　　　　　 しゅうかく

★ ペタンク ★
　２つのチームに分かれて、黄色
い玉めがけて、青と赤ボールを各
6個ずつ投げます。
　全部投げ終わった時、黄色い玉
に一番近い色のチームが勝ちで
す。さらに、相手チームのボール
より近い勝ちチームのボールの数
もすべて得点になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　 き　いろ

　　　たま　　　　　　　　　　　　　あお　　　あか　　　　　　　　　　 かく

　　　こ　　　　　　 な

　　　ぜん　ぶ　 な　　　　お　　　　　　　　 とき　　 　き　いろ　　　たま

　　　いち ばん  ちか　　　いろ　　　　　　　　　　　　　　　か

　　　　　　　　　　　　　　　あい　て

　　　　　ちか　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かず

　　　　　　　　　　とく てん

これは、１対０で、赤チームの勝ちです。
　　　　　　　　　　　　 たい　　　　　　　　あか　　　　　　　　　　　か

今回の体験学習は、天候不良が続いたため、稲
刈りをするまで生育が間に合わず、稲の成長具
合を確認するだけになりました。
そのあとニュースポーツのペタンクをしました。

こんかい　　　たいけんがくしゅう　　　　　てん こう ふ　りょう　　つづ　　　　　　　　　　　　 いね

　か　　　　　　　　　　　　　　　せい いく　　　ま　　　　あ　　　　　　　　いね　　　せいちょうぐ

あい　　　かくにん



萩光塩学院幼稚園
はぎ　　こう　　　えん　　 がく　　いん　　　よう　　 ち　　　えん

認定こども園
にん　てい　　　　　　　　　　えん

☎０８３８－２２－２０１９

萩光塩学院幼稚園

未就園児

無料

申し込み不要

はぎ こう えん がく いん よう　ち　えん

　み しゅうえん　じ

　む りょう

もう　　　　こ　　　　ふ　よう

１０/３０㈬　１０：００～１１：３０

親子体操、子育て相談。１０：１５～親子ヨガ。

１１/６㈬　１０：００～１１：３０　　親子体操、絵本

の読み聞かせ、ペープサート、子育て相談

１１/１３㈬　１０：００～１１：３０

１０：４５～親子ヨガ　１１：３０～給食試食会

　　　　　　　 すい

おや　こ　たい そう　　　 こ　そだ　　　そう だん　　　　　　　　　　　　おや　こ

　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おや　こ　たい そう　　　 え　ほん

　　　よ　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　そだ　　　そう だん

　　　　　　 すい

　　　　　　　　　おや　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅうしょくし しょくかい

てんしぐみ
￥

萩市子育て支援センター
　 はぎ　　　し　　　こ　　　そだ　　　　　　 し　　　えん

☎０８３８－２５－４４８８

１１/１９㈫ １０：３０～１１：００ 

日の丸保育園　遊戯室

１歳未満の未就園児とその保護者

（先着２０組）　　　無料

申し込みは１１月１２日㈫まで

　　　　 　　か

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　 ゆう　ぎ　しつ

　　　さい　み　まん　　　 み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　せんちゃく　　　くみ　　　　　　　　　　　む りょう

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　にち　か

ベビーストレッチ教室
きょう しつ

太陽フィットネスクラブのコーチに

よるベビーストレッチ教室

たい よう

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうしつ

￥

①１０/１５㈫ ②１０/１６㈬ １０：００～１２：００

萩市子育て支援センター　　　未就園児と

その保護者（初参加の方優先で先着各５組）

無料　　　新聞紙１日分・布ガムテープ持参　

申し込みは１０月１１日㈮まで

　　　　　　 　　　　か　　　　　　　　　　　　 すい

 はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み しゅうえん　じ

　　　　　　ほ　 ご　しゃ　 はつ さん　か　　　 かた ゆう せん　　 せんちゃく 　　　 　 くみ

　む りょう　　　　　　 　しん ぶん　し　　　 にち ぶん　　　ぬの　　　　　　　　　　　　　 じ　さん

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　にち きん

牛乳パックの椅子作り
ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　　　　　い　　す　　づく

牛乳パックで椅子を作ります。
ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　い　 す　　　 つく

￥

１０/１１㈮ １０：００～１１：３０ 　　指月公園（雨天：堀内体育館）

未就園児とその保護者　　　無料

帽子、お茶、虫除け等持参　申し込みは１０月４日㈮まで

　　　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　し　づき こう えん　　う　てん　　ほりうち たい いく かん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　　む りょう

ぼう　し　　　　　　ちゃ　　　むし　よ　　　 など　じ　さん　　　もう　　　 こ　　　　　　　　　がつ　　 か　きん

子育て遠足
こ　　そだ　　　　 えん　そく

親子あそび、ゲーム、散策など
おや　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん さく

￥

萩の鉄道物語り
はぎ　　　　　　　　てつ　　　どう　　　もの　　　がた

萩の鉄道は、世界文化遺産の資産のひとつ萩城下

町を迂回して敷設されました。このことは、結果

として、萩城下町を大きな改変から守りました。

鉄道開通を機に、萩市では観光立市への取り組み

も開設されました。市内各地の鉄道に関わる物語

を紹介し、関連の行事を開催します。

はぎ　　　てつ どう　　　　　　せ　かい ぶん　か　 い　さん　　　 し　さん　　　　　　　　　　 はぎじょう か

まち　　　 う　かい　　　　　　ふ　せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ　か

　　　　　　　　　　 はぎじょう か　まち　　　おお　　　　　 かい へん　　　　　 まも

てつ どう かい つう　　　　き　　　　　　はぎ　し　　　　　　かんこう りっ　し　　　　　　　と　　　　く

　　　かい せつ　　　　　　　　　　　　　　　　し　ない かく　ち　　　 てつ どう　　　かか　　　　　 ものがたり

　　しょうかい　　　　　 かん れん　　 ぎょう じ　　　 かい さい

１０/２４㈭、１１/２８㈭ 

時間自由（９：００～１２：００、

１２：３０～１４：００の間）

萩市子育て支援センター

未就園児とその保護者

無料　　　申し込み不要

　　　　　　　もく　　 　　　 　 　　もく

　じ　かん　じ　ゆう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あいだ

 はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　

　む りょう　　　　　　　 もう　　　 こ　　　　ふ　よう

どんぐりのせいくらべ

発育測定
 はつ いく そく てい

￥

１０月２０日㈰まで
　　　がつ　　 　　　か　 にち

 

企画展
　き　かく てん 長州藩校 明倫館

ー武士たちの学び舎ー

ちょう　　しゅう　　はん　　　こう　　　　　めい　　　りん　　　かん

ぶ　　　　し まな や

２０１９年は、長州藩の藩校明倫館創建から３００年を迎える記念

の年です。享保４年（１７１９）に開校した藩校明倫館は、嘉永２

年（１８４９）の移転・拡充を経て、明治初期まで存続しまし

た。江戸時代を通じて多くの人材を輩出した明倫館。その歴史

を、現在に伝えられた資料を通して紹介します。

　　　　　　 ねん　　　　　ちょうしゅうはん　　　はん こう めい りん かん　そう けん　　　　　　　　　　　ねん　　　むか　　　　　　き　ねん

　　　とし　　　　　　　きょうほう　　　ねん　　　　　　　　　　　　　 かい こう　　　　　 はん こう めい りん かん　　　　　　か　えい

ねん　　　　　　　　　　　　　　　　い　てん　　　かくじゅう　　　 へ　　　　　　 めい　じ　 しょ　き　　　　　　 そん ぞく

　　　　　　え　 ど　 じ　だい　　　つう　　　　　 おお　　　　　じん ざい　　　はいしゅつ　　　　　めい りん かん　　　　　　　　 れき　し

　　　　　げん ざい　　　つた　　　　　　　　　　　し りょう　　 とお　　　　　しょうかい

１１月９日㈯～２０２０年１月５日㈰まで
　　　がつ　　 　か　　ど　　　　　　　　　　　 ねん　　 がつ　　 　か　 にち

 

創建300年
記念特別展

そう けん　　　　　　ねん

　き　ねん　とく　べつ　てん

１２/１３㈮ １０：３０～１１：３０ 

日の丸保育園　遊戯室

未就園児とその保護者

無料

申し込みは１２月６日㈮まで

　　　　 　　きん

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　ゆう　ぎ　しつ

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　む りょう

 もう　　　 こ　　　　　　　　がつ　　　　か　きん

子育て誕生会
こ　　そだ　　　　 たん　じょう かい

１０・１１・１２月生まれの

お子さんの誕生会

　　　　　　　　　　　　　がつ　う　　　

　　　こ　　　　　　　　 たんじょうかい

￥

１１/３㈰ ９：００～１４：３０　　 三見小中学校体育館

三見小中学校　☎０８３８－２７－００１２

　　　　　　にち 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん　み しょうちゅうがっこう たい いく かん

さん　み しょうちゅうがっこう

小中学生による学習発表。合唱、

劇、地域の方の「舞踊」等

しょうちゅうがくせい　　　　　　　 がくしゅうはっぴょう　　がっしょう

げき　　　ち　　いき　　　かた　　　　　　ぶ　よう　　　とう

令和元年度

三見小中学校文化祭

れい　 わ　　がん　 ねん　 ど

さん　　み　しょうちゅう　がっ　こう　ぶん　　か　　さい

萩
博
物
館
へ
行
こ
う
！
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９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）　　　萩博物館（萩市堀内３５５番地）

観覧料　大人１０/１～ ５２０（４１０）円、高校・大学生１０/１～３１０（２５０）円、小・中学生１００（８０）円、未就学児無料

（　）内は団体割引（２０名以上）または障がい者割引適用料金　　　萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７

　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん　　　はぎ　し　ほり うち　　　　　ばん　ち　　　　　　　　

 かん らんりょう　　 おと　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えん　　　こう こう　　　だい がく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 えん　　 しょう　ちゅうがく せい　　　　　　　　　　えん　　　み しゅうがく　じ　 む りょう

　　　　ない　　　だん たい わり びき　　　　　めい　い じょう　 　　　　 　　しょう　　　　 　しゃ わり びき てき ようりょうきん　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん

￥

ホール・園庭での自由遊び等
　　　　　　　　　　えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ　　　とう

１０/３１㈭ １０：００～１１：３０ 　　　日の丸保育園　遊戯室

未就園児とその保護者（先着２５組）　　　無料

申し込みは１０月２４日㈭まで

　　　 　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　 ゆう　ぎ　しつ

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　せんちゃく　　　くみ　　　　 　　　　　 む りょう

もう　　　 こ　　　　　　　　　がつ　　　　　か　もく

子育て講演
こ　 そだ　　　　　こう　えん

武村昌紘氏による「カラダを動か

して五感を育てよう！（足育編）」

たけ むら まさ ひろ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うご

　　　　　　ご　かん　　　そだ　　　　　　　　　　　　あし いく へん

￥



6
つぎは・・・ 公民館、図書館、体育館、市民館、

市役所、教育委員会、児童館、
保健センター、小児科医院などです。

おいてあるところ 一年間では
５月・７月・９月
11月・１月・３月
の25日頃発行します。

6

こ へん しゅう えら

子ども編集スタッフが選んだよ！
こ へん しゅうへん しゅう えら

子ども編集スタッフが選んだよ！

あて先　〒758ー8555　萩市大字江向510番地

萩市文化・生涯学習課内萩子ども情報センター

　　　　　 さき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　し　おお あざ　えむかい　　　　ばん　ち

 はぎ　し　ぶん　か　　しょうがい がくしゅう か　ない はぎ　こ　　　　　　じょうほう

いろ　　　こ

サインペンでふちどり、色を濃いめに
ぬるときれいにうつるよ！！

この情報誌は共同募金
配分金を活用して作成
しています。

椿西小3年
霜山ち由楽さん

P・N　坂本龍馬
（モンスター）さん

椿東小5年
石光知季さん

白水小3年
久保紗々さん

明倫小4年
石井虹翔さん

むつみ小6年　P・N　
阿良々木月火さん

椿東小6年
世良小梅さん

小川小5年
小河悠太さん

大井中1年　P・N　
十四松パンさん

小川小6年　P・N　
みたらしさん

旭中3年　P・N　
ハニワ大好きⓒさん

明木小6年　P・N　
ファントミさん

旭中3年　P・N　ヘタでも
もんくは言うなくんさん

明倫小2年
なかむらゆあさん

田万川中1年　P・N　
だんごさん

住の江保年長
すいづういとさん

明倫小2年
さかくらねねさん

旭中2年　P・N　
ＯＢＴくんだお！さん

越ヶ浜小3年　P・N　
Mitoさん

白水小6年　P・N　
ゆきやすさん

白水小3年
藤﨑結衣さん

佐々並小3年
木村心咲さん

白水小3年
田中花音さん

椿西小2年
田中りりなさん

椿東小2年
田村のりさん

椿西小5年
中野真子さん

11月25日発行

あそぼイラスト展開催
てん　かい　さい

あそぼイラスト展開催
てん　かい　さい

あそぼイラスト展開催
てん　かい　さい

１１月９日・１０日（萩ふるさとまつ

りの時）、昨年１年間応募してくれ

た  全ての作品  を紹介します。
ぜひ、みにきてください。

●場所　萩市民館ロビー

　　　がつ　　　か　　　　　　　か　　 　はぎ

 　　　 　 とき　　　　さく ねん　　　ねん かん おう　ぼ

　　　　 すべ　　　　　 さく ひん　　　　しょうかい

　　　ば　しょ　　　はぎ　し　みん かん
福栄小6年　P・N　
H.Hさん
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