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子ども編集スタッフのページ
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お出かけ体験

イラストコーナー
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表紙イラスト　萩幼稚園年長　まし山みのりさん

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

ダンスで楽しく
体を動かそう！
からだ うご

たの
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2419
家
庭
の
日

４/８㈬、５/１３㈬ １０：００～１１：３０　　　創作活動多目的室

生後１年未満の赤ちゃんと保護者（先着６組）　　無料

バスタオル、着替え、おむつ、赤ちゃんの飲み物　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　　　あか　　　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　 せんちゃく　 　くみ　　　　　　　　 む りょう

　　　　　　　　　　　　　　　 き　 が　　　　　　　　　　　　　　　　あか　　　　　　　　　　　の　　　 もの　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

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

５/２１㈭ 外で遊ぼう

プレーパーク　　　１０：３０～１１：３０

未就園児と保護者　　　無料

　　　　　　もく　　　そと　　　あそ

　み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　 　　　　む りょう 

ピヨピヨ

￥

★だんすダンス！
　５月第２・４金曜日１９：００～２０：００　　　小学２年生以上

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

　　　　 がつ 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
　毎月第４土曜日 １３：３０～１５：００　　小学生以上
　　　まい つき だい　　 ど　よう　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥

５/３１㈰ １３：３０～１６：００　　　集会室　　　

どなたでも（定員５０個分）

１個３０円（材料代）

持参品：Ｂ７サイズ以下の描きたい絵柄

　　　　　 　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかい しつ

　　　　　　　　　　　　　　てい　いん　　　 こ　ぶん

　　　 こ　　　　えん　　ざいりょうだい

　じ　さん ひん　　　　　　　　　　　　　　　　い　 か 　　　　か　　　　　　　　　え　がら

自分の好きな絵を描いて、スト

ラップやアクセサリーを作ろう！

　じ　ぶん　　　　す　　　　 　　え　　　　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 つく

プラバン

工作
こう　さく

￥

５/４㈪・２４㈰

１３：３０～

交流ラウンジ

どなたでも　　　無料

　　　　　げつ　　　　　　にち

こうりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

ボードゲームを使って遊ぶ
つか　　　　　 あそ

めざせゲームマスター

￥

てい　　れい 　ぎょう　　じ

定例行事

★子育て相談
　４⁄２３㈭、５⁄２８㈭ 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
　　４⁄１５㈬、５⁄２０㈬ 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

５/２㈯～１７㈰
　　　　　ど　　　　　　　　にち

父の日カード作り
ちち　　　　　ひ　　　　　　　　　　　 づく

￥

４/２６㈰～５/１０㈰
　　　　　 　にち　　　　　 　　　 　にち

母の日カード作り
はは　　　　　ひ　　　　　　　　　　　 づく

交流ホール　　　子ども

無料　　　一人１枚

こうりゅう　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　

　む りょう　　　　　　　　ひと　り　　　　まい

越ヶ浜小4年
土井和奏さん

萩わんぱーく
はぎ

４/２６㈰ １３：００～１４：００

どなたでも　　　無料

　　　　　　にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

５/２４㈰ 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

４月～９月　１０：００～１７：００

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！！

４/２２㈬、５/２７㈬ 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

図書館
コーナー

と　　しょ　かん

須佐中学校新１年生が小学校の新１年生に読んであげたい絵本を展示
　す　 さ ちゅうがっ こう しん 　　 ねん せい　　 しょうがっ こう　　　しん 　　 ねん せい　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　 え　ほん　　　てん　じ

新１年生から新１年生へ ～この絵本、読んであげたい～
しん　　　　　ねん　せい　　　　　　　　しん　　　　ねん　 せい　　　　　　　　　　　　　　　え　　ほん　　　　　 よ

５/１５㈮まで　　　　どなたでも
　　　　　　きん

☎０８３８７－６－５５００

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

無料
　む りょう

￥
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17
家
庭
の
日

3

無料
　む りょう

￥
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。５月３０日㈯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　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　にち　ど　　　　　　　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（４月は休み） 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　　　　　 がつ　　　やす

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい　い 　か

本にクイズカードを挟んでいます。

クイズの答えは本の中にあります。

ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はさ

　　　　　　　　　　こた　　　　　 ほん　　　なか

こどもの読書週間特別行事

クイズ～こたえは本の中にあるよ～

どく しょしゅうかん とく べつぎょう じ

ほん　　　　なか

５/１㈮～１２㈫ ９：３０～

わくわく子ども図書館　　　小学生

　　　　 きん　　　　　　　　か

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

リサイクル絵本を使ってお絵かきボードを作る

ワークショップ。絵本が遊べるおもちゃに大変身。

　　　　　　　　　　　　　え　ほん　　　つか　　　　　　　　 え　　　　　　　　　　　　　　　　つく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　ほん　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい へん しん

こどもの読書週間特別行事

絵本の表紙でお絵かきボードをつくろう

５/３㈰ １３：３０～１６：００

萩図書館　　　小学生

　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

☎０８３８－２５－６３５５

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（４月は休み）

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　　　　　 がつ　　　やす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

萩アクティビティパークナチュラサーキット

どなたでも

レンタルカート走行（大人）１回２,０００円

ジュニアカート体験（子ども）１回５００円

身長、服装制限があります。

萩アクティビティパークナチュラサーキット

☎０８３８－５６－０１００

 はぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう こう　　おと　な　　　　 かい　　　 　　　　えん

　　　　　　　　　　　　　　　 　　たい けん　　こ　　　　　　　　　　かい　　　　　えん

 しんちょう　　 ふく そう せい げん

 はぎ

レンタルカート走行だけの特別な日

で、利用料が割引となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう こう　　　　　　　　とく べつ　　　 ひ

　　　　　　り　ようりょう　　 わり びき9：00～16：00

こどもの日

オールレンタルＤａｙ

ひ

￥

須佐湾エコロジーキャンプ場　　　どなたでも

無料（食べ物などは有料）

須佐湾エコロジーキャンプ場 ☎０８３８７－６－２７２７

　す　 さ　わん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう

　む りょう　　た　　　　もの　　　　　　　　ゆう りょう

　す　 さ　わん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう

須佐湾エコロジーキャンプ場で行わ

れるファミリーイベント。もちつき

体験、ちびっこ運動会、イカ焼、家

族みんなで楽しめるイベントです。

　す　 さ　わん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう　　おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 たい けん　　　　　　　　　　　　　うん どう かい　　　　　　　　やき　　　 か

 ぞく　　　　　　　　　　 たの

10：00～14：30

エコキャンまつり

￥

浜崎本町筋　　　どなたでも

文化財保護課　☎０８３８－２５－３２３８

 はま さき ほん まち すじ

 ぶん　か　ざい　ほ　 ご　 か

歴史的町並み浜崎を舞台に、家々に

伝わる自慢の「おたから」や町並み

各所で行われる物品販売・演奏・展

示などを楽しむイベントです。

れき　し　てきまち　な　 　　はまさき　　　 ぶ　たい　　　　　 いえ いえ

つた　　　　　　じ　まん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まち　な

かく しょ　　 おこな　　　　　　　 ぶっ ぴん はんばい　　　えんそう　　　てん

　じ　　　　　　　　 たの

9：00～15：00

浜崎伝建おたから博物館
はま　さき　でん　けん　　　　　　　　　　　　　　はく　ぶつ　かん

萩セミナーハウス ほか　　　子ども～大人

（未就学児は保護者同伴）（先着１５名）

一人１,６００円（昼食込み）　　　申し込み必要

萩セミナーハウス　☎０８３８－２１－７５０１

はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　 おと　な

　　み しゅうがく　じ　　　　ほ　 ご　しゃ どう はん　　　 せんちゃく　　 めい

ひと　り　　　　　　　 えん　　ちゅうしょくこ　　　　　　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

はぎ

ネイチャーゲームを楽しみながら

新緑の季節をたくさん感じましょう。

昼食はみんなで作ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの

しんりょく　　　き　せつ　　　　　　　　　　　　　かん

ちゅうしょく　　　　　　　　　　　　 つく

9：30～14：30

自然体験（春）

～みどりの妖精たちV～

し　　ぜん　たい　けん　　　はる

よう　せい

たまち商店街　　　どなたでも　　　無料

たまち商店街事務局　☎０８３８－２６－２２０１

　　　　　　　しょうてん がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

　　　　　　　しょうてん がい　じ　 む きょく

たまち商店街の色々な場所で、らく

がきをする「らくがき帳」。イベント

ホールには、ゲームやおもちゃを用意します。

　　　　　　　しょうてん がい　　　いろ いろ　　　 ば　しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう　い

10：00～15：00

たまち商店街

子どもむけイベント

しょう てん　 がい

こ

￥

子ども発達支援センターからふる

なないろ（無田ヶ原事業所）等

どなたでも　　　無料（食べ物などは有料）

ふたば園（さんみ苑）　☎０８３８－２７－５０００

　こ　　　　　　はっ たつ　し　えん

　　　　　　　　　　　　 む　 た　　が　はら　じ ぎょうしょ　　など　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう　　た　　　 もの　　　　　　　　ゆうりょう

　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　 えん

地域交流を目的としたイベント・バ

ザー・物販・演奏など（開催状況につ

いてはふたば園ＨＰをご覧ください。）

　ち　いきこうりゅう　　 もく てき

　　　　　　　　ぶっぱん　　　えん そう　　　　　　　かい さいじょうきょう

　　　　　　　　　　　　　　    えん　　　　　　　　 らん10：30～14：40

ふたば園まつり
えん

￥

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

５/１３㈬ １６：００～１６：３０

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

　　　　　 すい

　　　　　　　　　　　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

どく しょしゅうかん とく べつぎょう じ

え　　ほん　　　 ひょう　し　　　　　　　　え

椿東小5年　P・N
ネコ大好きさん

※新型コロナウィルスの影響によっては、中止になる可能性があります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　 ちゅうし　　　　　　　か のうせい



でん　 けん　　ち　　 く　　 さ　　 さ　　なみ　　　　　ある

伝建地区佐々 並を歩いてみよう！

●と　き　4月25日（土）　8：30～１4：0０
●ところ　佐々並
●申し込み受付　4月17日（金）まで
　　　　　　　　萩市教育委員会文化・生涯学習課
　　　　　　　　☎0838－25－3590まで

　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　さ　　なみ

　　　 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

R2.2.24（月・祝）　
場所：萩市民館

　　　　　　　　　　　　 げつ　しゅく

　ば　しょ　　　はぎ　し　みん かん
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次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

ダンスで楽しく体を動かそう！
たの からだ うご

ダンスで楽しく体を動かそう！
たの からだ うご

ダンスの前のストレッチは大切！！
まえ　　　　　　　　　　　　　　　 たい せつ

マリオの動きは
ダイナミックに！

　　　　　　　　　うご

首・胸・腰を動かすこととステップ！！
基本が分かった。

くび　　 むね　　 こし　　うご

 き ほん　　　わ

教えてくださった
金﨑悦子 先生
（えっちゃん）

おし

　　かな ざき えつ　こ　 せん せい

難しいイメージだったけど
簡単で楽しかった。

むず

かんたん　　たの

映画「ヘアースプレー」の
『You Can’t Stop the Beat』
という曲に合わせて踊りました。

えい　が

　　　　　　きょく　　 あ　　　　　　　おど

ボックスステップに
チャレンジ！

　　　　　　　　　え　がお

べんきょう

ダンスは笑顔！
ということが
勉強になりました。

※新型コロナウィルスの影響によっては、中止となります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　 ちゅうし



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

５/２０㈬　１０：００～１１：３０

萩光塩学院幼稚園　　　未就園児

無料　　　申し込み不要

　　　　　　すい

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

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

認定こども園萩幼稚園のひよこぐみ

（未就園児開放日）は９月から開催

予定です。

 にん てい　　　　　　　　えん はぎ よう　ち　えん

　　　み しゅうえん　じ　かい ほう　び　　　　　　　　 がつ　　　　　 かい さい

　よ　てい

萩幼稚園
はぎ　　 よう　　　ち　　　えん

認定こども園
にん　てい　　　　　　　　　　えん

☎０８３８－２２－０７７５

４/１７㈮ １０：３０～１１：００ 

日の丸保育園　遊戯室

０歳の未就園児とその保護者

（先着２０組）　　　無料

申し込みは４月１０日㈮まで

　　　　 　きん

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　 ゆう　ぎ　しつ

　　　さい　　　 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 きん

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

￥

世界遺産を守った夏みかん
せ　　　 かい　　　 い　　　さん　　　　　　　 まも　　　　　　　　　　　　なつ

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つである萩城下

町には、長州藩の重臣達が住んだ武家屋敷地が含まれています。その武家

屋敷地では、屋敷の地割や町の形が江戸時代のまま保たれています。武家

屋敷地を大きな改変から守った萩特産の夏みかんのひみつに迫ります。

　せ　かい ぶん　か　 い　さん　　　めい　じ　 に　ほん　　　さんぎょうかく めい　い　さん　　　　　　こう せい　し　さん　　　ひつ　　　　　　　　　　　はぎじょう か

まち　　　　　　　 ちょうしゅうはん　　じゅうしん たち　　　　す　　　　　　 ぶ　 け　 や　しき　ち　　　 ふく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　 け

　や　しき　ち　　　　　　　　　や　しき　　　 じ　わり　　　まち　　　かたち　　　え　 ど　 じ　だい　　　　　　　　たも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　 け

　や　しき　ち　　　 おお　　　　　 かい へん　　　　　 まも　　　　　 はぎ とく さん　　　なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せま

今春、萩博物館の常設展示も変わりました！

リュウグウノツカイ標本のタワー展示や城下町のひみつが

もっとわかる歴史展示のほか、萩博物館にはじめての子ど

もや保護者のための体験ルーム“探Ｑはぎ博”が誕生しま

した！そこには、研究者や学芸員のように顕微鏡や双眼鏡

を使って萩の自然を調べられる「探Ｑコーナー」、萩で採

れる昆虫や貝の名前を標本や図鑑で調べられる「萩の昆

虫・貝標本コーナー」、ザ・シェリング・バーが生まれ変

こんしゅん　　 はぎ はく ぶつ かん　　 じょうせつ てん　じ　　　　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひょうほん　　　　　　　　　 　てん　じ　　　じょう か　まち

　　　　　　　　　　　　　　　れき　し　てん　じ　　　　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん　　　　　　　　　　　　　　　　こ　

　　　　　　ほ　ご　しゃ　　　　　　　　　　 たい けん　　　　　　　　　　 たんきゅう　　　　　はく　　　　　 たんじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんきゅうしゃ　　　がく げい いん　　　　　　　　　　 けん　び きょう　　 そう がんきょう

　　　つか　　　　　 はぎ　　　 し　ぜん　　　しら　　　　　　　　　　　　　 たんきゅう　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　 と

　　　　　 こんちゅう　　　かい　　　　な　まえ　　　ひょうほん　　　 ず　かん　　　しら　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　こん

ちゅう　　 かいひょうほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　う　　　　　　　か

４/３０㈭、５/２８㈭ 

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

￥

５/１５㈮　１０：００～１１：００

日の丸保育園

未就園児とその保護者

（先着２５名）　　無料

申し込みは５月８日㈮まで

　　　　　　きん

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　 せんちゃく　　　めい　　　　　　　　 む りょう

もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　　か　きん

交流ふれあい保育
こう　りゅう　　　　　　　　　　　　　　ほ　　いく

￥

保育園児と交流して遊ぶ
　ほ　いく えん　じ　　　 こうりゅう　　　　　あそ

世 界 遺 産 登 録
５周年記念企画展

　せ　　かい　　い　　さん　 とう　 ろく

　　しゅうねん　き　ねん　き　かく てん萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　ぶつ　かん　　　　　い
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６月９日㈫まで

萩博物館　　　どなたでも

大人５２０円、高校・大学生３１０円、

小・中学生１００円

　　がつ　　　か　　か

はぎ はく ぶつ かん

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

￥

ホール・園庭での自由遊び

親子体操、子育て相談

　　　　　　　　　　えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ

おや　こ　たい そう　　　 こ　そだ　　　そう だん

５/２２㈮  １０：３０～１１：１０

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５月１５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

　せんちゃく　 　　くみ　　　　　　　　　　　む りょう

もう　　　こ　　　　　　　 がつ　 　　にち きん

リズムであそぼう
リズムあそび

￥

わって宝箱の中から貝を探す「ザ・シェリング・ボック

ス」もあります。

ほかにも、小学生になる前のお子

さんには、保護者といっしょにぬ

いぐるみやパズルで遊べるキッズ

専用コーナー「キッズはぎはく」

も新設しました。

これからは萩博物館で

めいっぱい萩を体験し

て楽しみましょう！

萩博物館の常設展示もリニューアル
はぎ　　はく　　ぶつ　　かん　　　　　じょう　せつ　　てん　　じ

萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７
はぎ はく ぶつ かん

無料
　む りょう

￥

絵本の読み聞かせ・工作
　え　ほん　　　　よ　　　　き　　　　　　　　こう さく

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

５/２７㈬　１５：３０～１６：３０

小学生

ジョイントネット萩

「草の芽」

　　　　　　　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

絵本の読み聞かせや

手遊びなど

　え　ほん　　　 よ　　　　き

　て　あそ

ちっちゃなおはなし会
かい

５月の毎週金曜日

１０：３０～１１：００

乳幼児とその保護者

　　がつ　　　　まい　しゅう きん　よう　 び

にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

明木図書館から特定の本を探して

運勢を占うゲーム

あきらぎ　 と　しょ かん　　　　　 とく てい　　　ほん　　　さが

うん せい　　 うらな

こどもの読書週間特別行事

春の占いチャレンジ２０２０

どく しょしゅうかん とく べつぎょう じ

はる　　　　うらな

５/１㈮～１２㈫ １３：００～１７：００

小・中学生

　　　　きん　　　　　　　　か

しょう　　ちゅうがく せい

おはなし会と工作「レターラックを作ろう」など
　　　　　　　　　　かい　　　こう さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つく

おはなし・あそびの会
かい

５/１３㈬ １５：３０～１６：３０

小学生

　　　　 　すい

しょうがくせい

令和元年度の行事写真と工作会の作品を展示
れい　わ　がん ねん　ど　　　ぎょう じ　しゃ しん　　　こう さく かい　　　さく ひん　　　てん　じ

図書館でこんなことしたよ！写真展
と　 しょ　 かん しゃ　しん　てん

５/１２㈫まで ９：００～１７：３０　　　どなたでも
　　　　　 　か

　　　　　　　　たからばこ　　　なか　　　 　　かい　　　さが

　　　　　　　　　　　　 しょうがくせい　　　　　　　　まえ　　　　　　こ

　　　　　　　　　　　　　 ほ　 ご　しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 あそ

せん よう

　　　しん せつ

　　　　　　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん

　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　たい けん

　　　たの



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。

椿東小5年　P・N　
スーシンチュウさん

明倫小4年
はだのももかさん

むつみ小6年　P・N　
テンタクルズさん

小川小6年
海津結菜さん

佐々並保年長
木村千紘さん

むつみ小3年　P・N　
ダークメタナイトさん

明倫小3年
上領優伽さん

椿西小2年
小野村あげはさん

むつみ小6年
小野こむぎさん

むつみ小6年　P・N　
射命丸文さん

明倫小2年　P・N　
キキララ大すきさん

椿東小6年　P・N　
KCさん

明倫小2年
白井れんとさん

佐々並小3年
木村心咲さん

明倫小2年　
中村りさ子さん

むつみ小6年　P・N　
マシュマロのマロさん

越ヶ浜小4年　P・N　
kanataさん

明倫小　P・N　
善逸さん

小川小3年
原陽依さん

明倫小2年
いいだうみさん

椿東小6年　P・N　眼い人さん むつみ小3年　猪亦麻生さん

明倫小2年
石田あいにさん

むつみ小6年　P・N　
☆のカービぃさん

育英小6年　P・N　
アスナさん

川上小３年
國本彩夏さん

明倫小　P・N　
輝利夜さん

育英小4年　P・N　
るぅりーぬおしさん

明倫小5年　P・N　
Sho-comiさん

椿東小5年
深田優菜さん

多磨小6年
野稲香里さん

5月25日発行

※学年は令和元年度を表記しています。
がく ねん　　 れい　わ　がん ねん ど　　 ひょう き
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