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１０月の行事予定

１１月の行事予定

お家で作ってみよう！

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

　　うち　　 つく

　　　　 　　　　　　　　　　　 で　　　　　たいけん
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表紙イラスト　むつみ小3年　常好凛さん

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

レインボースティックを
作ってみよう！
つく
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家
庭
の
日

萩わんぱーく
はぎ

萩子どもセンター
☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　こ

無料
　む りょう

￥

児童館集会室　　　子育てに関心のある方なら

どなたでも　　　無料　　　申し込み必要

児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かんしゅうかい しつ　　　　　　 　　こ　そだ　　　　　 かん しん　　　　　　　　かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう　　　　　　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

　じ　どう かん

助産師　沖野雅代さん
じょ さん　し　　　 おき　の　まさ　よ

子どもにどう伝える？

性のおはなし
～プライベートゾーンって？～

こ

せい7（木）
10：30～11：30

￥
児童館・中央公園　　　どなたでも（定員２５名）

６００円　　　申し込み必要

児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かん　　 ちゅうおう こう えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てい いん　　　 めい

　　　　　えん　　　　　　 　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

　じ　どう かん

かわいい魔女になってお菓子を

ゲット！

　　　　　　　　　　 ま　じょ　　　　　　　　　　　　　 か　 し

ハッピーハロウィン！

仮装を楽しもう！
か　 そう　　　　 たの16（土）

10：00～12：30

￥

第２水曜日 １０/１３、１１/１０ 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

だい　　　すい　よう　　び

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

赤ちゃんの心と体を育てる
ベビーマッサージ

あか　　　　　　　　　　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

児童館
☎０８３８－２５ー１０２５

　じ　どう かん

★子育て相談
　　　　こ　　そだ　　　　そう　だん 　

★子育てアドバイス
　　　こ　　そだ

毎週水・土曜日 ９：３０～１７：００

毎週木曜日 ９：３０～１２：３０

まいしゅうすい　　 ど　よう　び

まいしゅうもく　よう　び

第３水曜日 １０⁄２０、１１⁄１７ １０：３０～１１：３０
だい　　すい　よう　び

第４木曜日 １０⁄２８、１１⁄２５
１０：３０～１１：３０

だい　　もく　よう　び

★元気なときにかかる医者
　　　 げん　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　しゃ

　　　　

てい　れい　ぎょう　じ

定例行事

１１/７㈰　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

￥ １１/２０㈯　１３：３０～１６：００　　　児童館

どなたでも　　　２００円（プレート代）

　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　どう かん

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　　　だい

オリジナルのアロマキャンドルプレートを

つくって飾ろう。
　　　　　　　　　　 かざ

アロマキャンドルプレート作り

＆アロマキャンドル作り

づく

づく

￥

１０/２１㈭「ミニ運動会」　１１/４㈭ 「秋のお散歩」

各１０：３０～１１：３０　※雨天の場合、中止

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

かく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 う　てん　　　 ば　あい　　 ちゅう し

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

　

ピヨピヨ（第１・３木曜日）
だい　　　　　もく　よう　び

￥

★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
 　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

￥

★ザ・卓球 
 　毎週土曜日 １０：３０～１１：３０　　　小学生以上

　　　　　　　　　たっ きゅう

　　　　まいしゅう ど　よう　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　しょうがくせい　い じょう

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

１０/１０㈰・２４㈰、１１/１４㈰・２８㈰　１３：３０～１５：３０

集会室　　　どなたでも　　　無料

指導者：コミュレクション

　　　　　 　 にち　　　　　　にち　　　　　　　　　にち　　　　　　にち

しゅうかい しつ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む　りょう

　し　どう しゃ

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

￥

※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

毎週水・土・日曜日

４月～９月 １０：００～１７：００

１０月～３月 １０：００～１６：００

どなたでも　　　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

　　　がつ　　　　 がつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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！！

毎月第４水曜日 １０/２７、１１/２４ １０：３０～１１：３０

未就園児とその保護者

飲み物、タオル、着替えなど汚れてもいい服装

を持参

まい　つき　だい　　 すい　よう　び

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　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
かいはぎ
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日 月 火 水 木 金 土
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と　き

ところ

対象者

参加費
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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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2421
家
庭
の
日

児童館集会室　　　未就園児と保護者、子育て

に関心のある方ならどなたでも　　　無料

申し込み必要

児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かんしゅうかい 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

　じ　どう かん

管理栄養士　野村京子さん
かん　り　えい よう　し　　　　の　むらきょう こ

18（木）
10：30～11：30

和食の良さについて

～かんたん出汁を紹介～

わ　しょく　　　　 よ

だ　　し　 　　　しょう かい

￥
至誠館大学体育館　　　萩市在住のパパと３～

５歳児の子ども（１５組 ※ママは見学可）　　  無料

申し込みは至誠館大学ホームページから（先着順）

至誠館大学　☎０８３８－２４－４０００

　し　せい かん だい がく たい いく かん　　　　　　　　はぎ　し　ざいじゅう

　　さい　じ　　　　こ　　　　　　　　　くみ　　　　　　　　　　　けん がく　か　　　　　　　　　むりょう

もう　　　こ　　　　　　 し　せい かんだい がく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんちゃくじゅん

　し　せい かん だい がく

親子で一緒におもちゃを製作して、

作ったおもちゃで運動遊びを行います。

おや　こ　　　 いっ しょ　　　　　　　　　　　　　　　 せい さく

つく　　　　　　　　　　　　　　　　うん どう あそ　　　　おこな10：30～11：30

至誠館大学公開講座

パパと一緒に製作運動遊び

し　　せい　かん　だい　 がく　こう　かい　こう　　ざ

いっ　しょ　　　　せい　 さく　うん　どう　あそ

￥

23（火・祝）（火・祝）

無料
　む りょう

￥

保育士になるには？どん

な子が向いているかな？

何を勉強したらいいかな？

職業探検展示コーナー。

　ほ　いく　し

　　　 こ　　　　む

なに　　 べんきょう

しょくぎょうたんけん てん　じ

保育士になるには
ほ　いく　　し

１０/１㈮～１１/３０㈫

９：３０～

須佐図書館

どなたでも

　　　　　きん　　　　　　　　　　　　か

　す　 さ　 と　しょ かん

須佐保育園の園児が「ねこざか

な」シリーズを読み聞かせても

らったら、どんな絵を描いてく

れるかな？

須佐保育園児の絵画展。

　す　 さ　 ほ　いく えん　　　えん　じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　　　　か

　す　 さ　 ほ　いく　えん　じ　　　 かい　が　てん

絵本『ねこざかな』

シリーズと須佐保育園

え　　ほん

　　　　　　　　　　　　 す　　 さ　　ほ　 いく　えん

１０/１㈮～１１/３０㈫　９：３０～

須佐図書館　　  どなたでも

　　　　　きん　　　　　　　　　　　　か

　す　 さ　 と　しょ かん

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

第２・４金曜日 １０/８・２２、

１１/１２・２６　１５：３０～１６：３０

明木図書館　　　小学生

講師：西村咲由里さん

だい　　　　　　きん　よう　 び

あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

こう　し　　　 にし むら　さ　 ゆ　 り

絵本の読み聞かせと工作など

１０/１３は男性による読み聞かせ

「おとうさんとおじいちゃんの

読み聞かせ」

　え　ほん　　　　よ　　 　　き　　　　　　　　 こう さく

　　　　　　　　　だん せい　　　　　　　　よ　　　　き

　よ　　　　き

おはなし・あそびの会
かい

第２水曜日 １０/１３、１１/１０

１５：３０～１６：３０

明木図書館　　　小学生

だい　　 すい　よう　 び　

あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

無料
　む りょう

￥

3

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。１０/３０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 １０/２・９・１６・２３、１１/６・１３・２０・２７　１４：３０～１５：００

わくわく子ども図書館　　　小学生以下　　　無料

まい　しゅう　ど　　よう　び

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい　い 　か　　　　　　　　　む りょう

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 １０/１・４・８・１１・１５・１８・２２・

２５・２９、１１/１・５・８・１２・１５・１９・２２・２６・２９

１１：００～１１：３０　　　わくわく子ども図書館

乳幼児とその保護者　　　無料

　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　　　　　　　　 む りょう

古本や雑誌付録などを販売するよ！
ふる ほん　　　ざっ　し　 ふ　ろく　　　　　　　　はん ばい

古本市
ふる　 ほん　いち

１１/１４㈰ １０：００～１４：００　　　萩図書館　　　どなたでも　　　無料

但し、雑誌付録を購入される方は、事前に整理券（１枚１００円）の購

入が必要です。　　雑誌付録販売時間　１０：３０～（整理券販売１０：００～）、

１３：３０～（整理券販売１３：００～）

　　　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

ただ　　　　　 ざっ　し　 ふ　ろく　　　こうにゅう　　　　　　　 かた　　　　　　じ　ぜん　　　せい　り　けん　　　　　 まい　　　　　えん　　　　　 こう

にゅう　　 ひつ よう　　　　　　　　　　　　　ざっ　し　 ふ　ろく はんばい　じ　かん　　　　　　　　　　　　せい　り　けん はん ばい

　　　　　　　　　　　せい　り　けん はん ばい

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－２５－６３５５図書館コーナー
と　　しょ　　かん

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

毎週水曜日 １０：３０～１１：００

明木図書館　　　乳幼児とその保護者

まい　しゅうすい　よう　 び

あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　 　　にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

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㈮～１２/２５㈯

９：００～２１：００

萩図書館

どなたでも　　無料

　　　　　きん　　　　　　　　　　　　ど

はぎ　と　しょ かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

楽しいゲームや

お話し会もあるよ！

たの

　　　はな　　　かい

萩図書館まつり
はぎ　 と　　しょ　かん

１０/２４㈰ １０：００～１６：００

萩図書館、わくわく子

ども図書館

どなたでも　　　無料

　　　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん　　　　　　　　　　　　 　こ

　　　　　　と　しょ かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　む りょう

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４

￥ ￥

￥

￥

￥

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㈪～１９㈮ ９：００～１７：００（最終日は正午まで）

萩図書館２階　　　どなたでも　　　無料

　　　 　　げつ　　　　　　　 きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいしゅう び　　　しょう ご

はぎ　と　しょ かん　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

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まで作品募集しています。

　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

￥

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００



●と　き　10月23日（土） 10：00～12:00
●ところ　堀内地区　　　●定員　10名
●申し込み受付　10月14日（木）まで
　萩市教育委員会事務局　文化・生涯学習課　☎0838－25－3590まで

　　　　　　　　　　　　　　　　ほり　うち　 ち　　く　　　　　　　　　　　　　　てい　いん　　　　　　　　 めい

　　　 もう　　　　 こ　　　　 うけ　つけ　　　　　　　　がつ　 　　　　か　　 もく

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

がつ　 　 　　 　　　にち　　　ど

4

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

～レインボースティックを作ってみよう～
つく

～レインボースティックを作ってみよう～
つく

《作り方》
つく　　　　かた

竹ひごの先に
ボンドでビー
ズを一つ取り
付けます。

たけ　　　　　　　　さき

　　　　　ひと　　　 と

　つ

1

セロファン折り紙を５㎜の幅に
カットして、８枚用意します。

　　　　　　　　　　　　　お　　　 がみ　　　　　　　　　　 はば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　まい よう　い2

今回は子ども編集スタッフの
ページはお休みします。

 こん かい　　　 こ　　　　　　へんしゅう

　　　　　　　　　　　　　やす
今回は子ども編集スタッフの
ページはお休みします。

 こん かい　　　 こ　　　　　　へんしゅう

　　　　　　　　　　　　　やすお家で作ってみよう！
うち つく

お家で作ってみよう！
うち つく

お家で作ってみよう！
うち つく

とじ穴補修シール（以下：シー
ル）ののり面を上にしておき
カットしたセロファンを上、
下、左、右にまず４枚貼りま
す。（穴をふさがないように気
をつけてください。）

3

５枚目からはそれぞれ貼ったセロファ
ンの間に幅が同じになるように貼って
いき八方に広がるようにします。

4

３枚目のシールをのり面を上向きにして、中央
のシールに合わせておき、上からセロファンを
折り返すように貼っていきます。

6 竹ひごのビーズの下部にボンドを付け、作ったセロファン
を竹ひごに通します。その時に残りのビーズも間に入れて
通します。竹ひごのビーズの下に、セロファンを貼り付け
たらできあがり。

7

5

　　　　　あな　ほ しゅう　　　　　　　　　 い　 か

　　　　　　　　　　　 　めん　　　うえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 うえ

した　　 ひだり　　 みぎ　　　　　　　　　　 まい　は

　　　　　あな　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　まい　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

　　　 　あいだ　　 はば　　　おな　　　　　　　　　　　　　　　　　　 は

　　　　　はっ ぽう　　　ひろ

　　　まい　め　　　　　　　　 　　　　　　　　　　めん　　　うえ　む　　　　　　　　　　　　　ちゅうおう

　　　　　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　うえ

　お　　　 かえ　　　　　　　　　　　は

たけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　 ぶ　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　つく

　　　たけ　　　　　　　　とお　　　　　　　　　　　　　　　 とき　　　のこ　　　　　　　　　　　　　　　あいだ　　　い

とお　　　　　　　　　　 たけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　した　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 は　　　　つ

中央のシールに合
わせて、２枚目の
シールを貼ります。

ちゅうおう　　　　　　　　　　　　　 あ

　　　 　　　　　　 　　　まい　め

　　　　　　　　 　　は

完成品!!
かん せい

ひん

クルクル回せば
形は変幻自在!!

　　　　　　　　　　まわ

かたち　　 へん げん　じ　ざい

用意するもの
・竹ひご１本
・セロファン折り紙１枚
・ビーズ（竹ひごが通る大きさの
　穴のもの）２個
・とじ穴補修シール４枚
・木工用ボンドまたはホットボンド

よう　い

　　　たけ　 　　　　　　 ぽん

　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　 がみ　　　まい

　　　　　　　　　　　　　たけ　　　　　　　　とお　　　おお

　　　あな　　　　　　　　　　　　　 こ

　　　　　　　　あな　ほ しゅう　　　　　　　　　　まい

　　 もっ こう よう

ここに、最初に
貼ったシールに
合わせるように
して貼り合わせ
ます。

　　　　　　　　　　さい しょ

　は

　あ

　　　　　 は　　　　あ

ビーズとシールを
貼り合わせます。

ビーズを一緒に通します。入れ
なくても遊ぶことはできます。

　　　　　　　　　　いっ しょ　　　とお　　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　あそ

　　　　　　　　　　　

　は　　　　あ
８枚セロファンを貼り終わったら矢印の
ところに最後のシールを貼ります。

　　　まい　　　　　　　　　　　　 　　　 は　　　　お　　　　　　　　　　　 や じるし

　　　　　　　　　　さい　ご　　　 　　　　　　　　　　 は



１０/１５㈮ １０：００～１１：００

指月公園（雨天中止）

未就園児とその保護者（先着２０名）

帽子・お茶・虫よけ等持参

申し込みは１０月８日㈮まで

　　　　　　　きん

　し　づき こう えん　　う　てんちゅう し

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　せんちゃく　　　 めい

ぼう　し　　 　　　 ちゃ　　 むし　　　　　 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 親子遊び・ゲーム

・散策など

おや　こ　あそ

　　　さん さく

１０/５㈫ 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１５組）

申し込みは１０月１日㈮まで

 　　　　　　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

もう　　 　こ　　　　　　 　 　がつ　　　たち きん

観劇会
かん　げき　かい 劇団バクによる人形劇

「３匹のこぶた」

 げき だん　　　　　　　　　　　　　にんぎょうげき

　　　　　 びき

①１０/１９㈫、②１１/１６㈫ １０：００～１１：３０

認定こども園  萩幼稚園

未就園児（１歳以上）とその保護者　　　無料

電話予約　☎０８３８－２２－０７７５

予約期間　①１０月５日㈫～１８日㈪まで

　　　　　②１１月２日㈫～１５日㈫まで

　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　か

 にんてい　　　　　　　　えん　　 はぎ よう　ち　えん

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

でん　わ　 よ　やく

　よ　やく　き　かん　　　　　　　　 がつ　　　 か　 か　　　　　　 にち げつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　 か　 か　　　　　　 にち　か

み しゅうえん　じ　かい ほう　び

ひよこぐみ（未就園児開放日）

園庭・遊戯室の開放、子育て相談、催し物（おも

ちゃ作り・パネルシアター・読み聞かせ・親子ふ

れあい遊び）

 えん てい　　　ゆう　ぎ　しつ　　　かい ほう　　　 こ　そだ　　　そう だん　　 もよお　　もの

　　　　　づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　き　　　　　　　 　おや　こ

　　　　　　　　あそ　　　　　　　　　　　　　　　

￥

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

１１/８㈪・９㈫ 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（先着各５組）

布ガムテープ・新聞紙１日分持参　

申し込みは１１月１日㈪まで

　　　　　げつ　　　　　か

 はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　せんちゃくかく　　　くみ

ぬの　　　　　　　　　　　　　　　 しん ぶん　し　　　 にち ぶん　じ　さん

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　たち げつ

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

牛乳パックの椅子作り
ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　い　 す　づく

１０/２８㈭・１１/２５㈭ 

９：００～１２：００、１３：００～１４：００

の間で時間指定で要予約

萩市子育て支援センター

未就園児とその保護者

　　　　　　　 もく　　　　　　　　　 もく

　　 あいだ　　　じ　かん　し　てい　　　よう　よ　やく

はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　

どんぐりのせいくらべ

発育測定
 はつ いく そく てい

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

①１０/２７㈬、②１１/１０㈬　１０：００～１１：３０

認定こども園 萩光塩学院幼稚園

未就園児とその保護者　　　無料

電話予約　☎０８３８－２２－２０１９

予約制１０組（予約受付は平日９：００～１７：００）

　　　　 　　　　　　 すい　　　　　 　　　 　　　 すい

 にん てい　　　　　　　　えん　はぎ こう えん がく いん よう　ち　えん

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

でん　わ　 よ　やく

　よ　やく せい　　　くみ　　　 よ　やく うけ つけ　　　へい じつ

てんしぐみ（未就園児開放日）
み しゅうえん　じ　かい ほう　び

①ホールでの自由遊び、親子ヨガ、子育て相談等

②子育て講座（保健師さんによる食育講座）、

　ホールでの自由遊び

 　　　　　　　　　　　　　 　　じ　ゆう あそ　　　　　 おや　こ　　　　　　　　　 こ　そだ　　　そう だん など

　　　こ　そだ　　　こう　ざ　　　　ほ　けん　し　　　　　　　　　　　　　しょくいく こう　ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ゆう あそ

￥

旅と人と萩と
たび　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　 はぎ

萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　ぶつ　かん　　　　　い

萩博物館
☎０８３８－２５－６４４７

はぎ はく ぶつ かん

萩に城下町が築かれた江戸時代は、

まさに旅の時代。平和な世の中にな

り、人々は続々と旅に出掛け、旅は

一気に一般的なものになりました。

江戸時代から近代にかけての旅と

人、そして萩との関係に注目し、旅

に関する資料を展示します。

はぎ　　 じょう か　まち　　　きず　　　　　　　　 え　 ど　 じ　だい

　　　　　　　　たび　　　じ　だい　　　へい　わ　　　　よ　　　 なか

　　　　　ひと びと　　　ぞく ぞく　　　たび　　　で　 か　　　　　　たび

いっ　き　　　 いっ ぱん てき

　え　 ど　 じ　だい　　　　　　きん だい　　　　　　　　　　　　　　たび

ひと　　　　　　　　　　　はぎ　　　　　 かん けい　　　ちゅうもく　　　　　 たび

　　　かん　　　　　　し りょう　　 てん　じ

１０月２日㈯～１２月２６日㈰まで

９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

萩博物館　　　全年齢　　　大人５２０円、

高校・大学生３１０円、小・中学生１００円

会期中、展示替えのため観覧できない日が

あります。詳しくは萩博物館ＨＰをご確認

ください。

　　　がつ　　　　か　　ど　　 　　　　　がつ　　　　にち　にち

　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

はぎ はく ぶつ かん　　　　　　　　ぜん ねん れい　　　　　　　　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

かい　き ちゅう　　 てん　じ　 が　　　　　　　　　　　かん らん　　　　　　　　　　　ひ

　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん　　　　　　　　　　 かく にん

￥

１１/２㈫ １０：３０～１１：３０

日の丸保育園　遊戯室

未就園児とその保護者

（先着１５組）

申し込みは１０月２９日㈮まで

　　　　 　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

もう　　　 こ　　　　 　　 　　がつ　　 　にち きん

わらべうたであそぼう
加藤ときえ先生による

わらべうたであそぼう

　か　とう　　　　　　　　せん せい

萩市子育て
支援センター

　 はぎ　　　し　　　こ　　　そだ

し　　　えん

☎０８３８－２５－４４８８

￥ 無料
　む りょう

5



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

イラストコーナーイラストコーナー 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

がく ねん　　　 な　まえ　　 かなら　　　か

いろ　　　こ
学年・名前は必ず書いてね！

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。

11月25日発行

大
井
小
3
年　

藤
田
華
音
さ
ん

明
木
小
4
年　

山
本
真
理
さ
ん

椿西小6年　小池琥太郎さん

萩
東
中
2
年　

P・N　

王
様
と
王
子
様
さ
ん

明
倫
小
3
年　

 

大
石
健
都
さ
ん

明
倫
小
3
年　

中
島
穂
乃
さ
ん

明
倫
小
3
年　

石
田
あ
い
に
さ
ん

椿
東
小
2
年　

ひ
ら
い
さ
き
さ
ん

椿
西
小
1
年　

P・N　
　

フ
ラ
ン
・
キ
ッ
ス
さ
ん

明倫小4年　P・N　初号機さん

育
英
小
2
年　

P・N　

五
条
悟
さ
ん

む
つ
み
小
５
年　

猪
亦
麻
生
さ
ん

田
万
川
中
3
年　

P・N

や
め
ち
ょっ
ち
ょ
定
価
9
8
0
円
さ
ん

明倫小3年　P・N　
MAHiROさん

明倫小2年
いわたけこうすけさん

椿西小4年　P・N　
Naoさん

育英小1年
くどうしずくさん

小
川
小
3
年　

中
村
光
希
さ
ん

萩
東
中
2
年　

鈴
木
大
飛
さ
ん

小川小６年　P・N　
ジブリ大好きさん

多
磨
小
5
年　

P・N

つ
む
・
つ
む
さ
ん

椿
西
小
4
年

は
た
の
り
お
ん
さ
ん
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