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２月の行事予定

３月の行事予定

子ども編集スタッフのページ
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子ども情報誌
こ じょう  ほう　　し

～クリスマス
お楽しみカレンダーを
作ってみよう～

たの

つく

表紙イラスト
明倫小1年
たけやすかんな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。

★右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

 　　　う　 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

メールでも感想やイラストまってま～す
かん　 そう
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主催・問い合わせ

たいしょうしゃ
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しゅ さい　　　 と　　　　あ
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庭
の
日

開催中～３/２１(月・祝)

９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

萩博物館内「探Ｑはぎ博」（無料ゾーン）

どなたでも　　　無料

萩博物館　　☎０８３８－２５－６４４７

かい　さい　ちゅう　　　　　　　　　　げつ しゅく

　　　　　　　　　　 　　　　　にゅうかん

はぎ はく ぶつ かん ない　　　たんきゅう　　　　　はく　　　　　む りょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

はぎ はく ぶつ かん

西日本ゆびおりのクジラゆかりの地…萩の博物館で、

特にポピュラーなミンククジラ・ニタリクジラを

テーマにクジラ文化に関わるミニ展示と、親子で

楽しめる塗り絵コンテストを実施します。（萩博物館

ＨＰ専用サイトからも参加可能）。入賞者にはクジラ

グッズがプレゼントされます。

にし　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　　はぎ　　　はく ぶつ かん

とく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶん　か　　　　かか　　　　　　　　　　　てん　じ　　　　　　 おや　こ

たの　　　　　　　　 ぬ　　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　じっ　し　　　　　　　　　　　はぎ はく ぶつ かん

　　　　　せん よう　　　　　　　　　　　　　　　 さん　か　 か　のう　　 にゅうしょうしゃ

長州萩・寄り来るミンククジラ・

ニタリクジラ塗り絵コンテスト

ちょう しゅう　はぎ　　　　　　よ　　　　　　 く

ぬ　　　　　　え

￥
児童館　体力増進室　　　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　　　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　　　　　　　　 じ　どう かん

講師：國木千津子さん
こう　し　　　 くに　き　 ち　 づ　 こ

親子ヨガ

～リラックスヨガを楽しもう～

おや　 こ

たの17（木）
10：30～11：30

￥

児童館　　　どなたでも（小学生以上～）

５００円　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがくせい　い じょう

　　　　　えん　　　　　　　　 じ　どう かん

クレープを焼いて色々なトッピング

をして楽しもう

　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　いろいろ

　　　　　　　　たの

講師：浅井朗太さん（ラ・セイバ）
こう　し　　　 あさ　い　ろう　た

Ｉ ＬＯＶＥ クッキング13（日）
10：00～13：00

￥

椿
東
小
5
年

し
ま
本
京
す
け
さ
ん

第２水曜日 ２/９、３/９ 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 ２⁄１６、３⁄１６ １０：３０～１１：３０
だい　　すい　よう　び

第４木曜日 ２⁄２４、
３⁄２４ 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

３/２１(月・祝)　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

　　　　　　 げつ しゅく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥

２/３㈭「節分」　３/３㈭「ひなまつり」

３/１７㈭「おはなし会」各１０：３０～１１：３０

児童館　　　未就園児と保護者　　　無料

　　　　もく　　　 せつ ぶん　　　　　 　　　　　もく

　　　　　 　もく　　　 　　　　　　　　　　かい　　　かく

　じ　どう かん　　　　　　　　 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　　第１～第４土曜日 １０：３０～１１：３０　　小学生以上
　　　　　　　　　たっ きゅう　　　　　　だい　　　　だい　　 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

２/１３㈰・２７㈰、３/１３㈰ 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥

①２/６㈰、②２/１３㈰ １０：３０～１１：３０　　　至誠館大学　体育館

萩市在住のパパとその子ども１名（子どもが２名で参加希望の場合はママ同伴）①平成３０年４月２日～

令和３年４月１日、②平成２７年４月２日～平成３０年４月１日の間に生まれたお子さんが対象（先着各１０組）

無料　　　至誠館大学ホームページからお申し込みください　　　至誠館大学　☎０８３８－２４－４０００

　　　　　　　にち　　　　　　　　　　　 にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　せい かんだい がく　　　たいいく かん

はぎ　し　ざいじゅう　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　 めい　　こ　　　　　　　　　　　めい　　　さん　か　 き　ぼう　　　 ば　あい　　　　　　　　どう はん　　　　　 へい せい　　　 ねん　　　がつ　　　か　

れい　わ　　　ねん　　　がつ　　たち　　　　　 へい せい　　　 ねん　　 がつ　　　か　　　 へい せい　　　 ねん　　　がつ　　たち　　　あいだ　　　う　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　 たいしょう　せんちゃくかく　　　くみ

　む りょう　　　　　　　　し　せい かん だい がく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もう　　　　こ　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　し　せい かん だい がく

親子で一緒運動遊びを行います。
おや　こ　　　 いっ しょ うん どう あそ　　　　　おこな至誠館大学公開講座　パパと一緒に運動遊び

①０、１、２歳児編　②３、４、５歳児編

し　 せい　 かん　だい　 がく　こう　かい　 こう　 ざ　　　　　　　　　　　　　いっ　しょ　　　　 うん　どう　 あそ

さい　　じ　　へん さい　　じ　　へん

￥

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては日時等変更または中止する場合があります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　かんせんかくだいじょうきょう　　　　　　　　　にち じ とうへんこう　　　　　 ちゅうし　　　　 ば あい



2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3月
日 月 火 水 木 金 土

￥

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
20

家
庭
の
日

１３：３０～１４：００　　　萩図書館２階

未就学児とその保護者（先着２０名）　　無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　と　しょ かん　　　かい

　みしゅう がく　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　せんちゃく　　　めい　　　　　　　　　む りょう

①読み聞かせ、ストーリーテリング、パネルシアター
　　　よ　　　　き

②キットを使用した手袋人形作り等
　　　　　　　　　　　　　し　よう　　　　　　て ぶくろにんぎょうづく　　　など

21（月）（月）
萩図書館開館記念日行事

春のわくわくおはなし会

はぎ　と　しょ　かんかい かん　き　ねん　び　ぎょう じ

はる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

３/２７㈰　１０：００～１５：００
児童館、萩わんぱーく、中央公園

どなたでも

無料（フードコートは有料）

萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

　　　　　　　　にち

　じ　どう かん　　　はぎ　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうおう こう えん

　む りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうりょう

はぎ　こ

自転車おそのり競争、パトカー消防車展示、

魚つり、ＩＴゲーム、読み聞かせ、綿菓子など

じ　てん しゃ　　　　　　　　　　きょうそう　　　　　　　　　　　　　しょうぼうしゃ てん　じ

さかな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　き　　　　　　　　 わた　が　 し

わくわくキッズフェスタわくわくキッズフェスタわくわくキッズフェスタ

１４：３０～１６：００　　　萩図書館２階

中学生以上（小学生以下は保護者同伴）（先着２０名）

５００円（材料代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　と　しょ かん　　　かい

ちゅうがくせい い じょう しょうがくせい　い　か　　　　ほ　ご　しゃ どう はん　　せんちゃく　　　めい

　　　　　えん　　　ざいりょうだい

申し込み必要　　萩図書館　☎０８３８－２５－６３５５
もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　 はぎ　と　しょ かん

￥

￥

￥

椿
東
小
3
年

西
村
あ
か
り
さ
ん

無料
　む りょう

￥

育英小学校の先生が、読んで

欲しい本を紹介する企画展示

いく えいしょうがっ こう　　　せんせい　　　　　　よ

　ほ　　　　　　ほん　　 しょうかい　　　　　　き　かく てん　じ

先生のおすすめの本～育英小学校編～
せん　 せい　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　ほん　　　　いく　えい　しょう　がっ　こう　へん

２/４㈮～３/２３㈬まで

９：３０～１７：３０　　　須佐図書館

どなたでも　　　無料

　　　　きん　　　　　　　　　 　すい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　 さ　 と　しょ かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

小川小学校の先生方が小学生におすすめする本を紹介するパネル

展示。８名の先生が絵本や児童書など１６冊を紹介。

　お　がわしょうがっ こう　　　せん せい がた　　 しょうがくせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　 しょうかい

てん　じ　　　　　　めい　　　せん せい　　　 え　ほん　　　 じ　どう しょ　　　　　　　　さつ　　 しょうかい

先生のおすすめの本　～小川小学校編～
せん　 せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　　　　 　お　　がわ　しょう　がっ　こう　へん

３/１㈫～３/３１㈭まで ９：００～１９：００（日曜は１７：００まで）

田万川中学校図書館　　　どなたでも　　　無料

須佐図書館が移動図書館で巡回する小川小学校を地域の

田万川中学校図書館と一緒にＰＲする企画展示です。

　　　　か　　　　　　　　　 　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち よう

　た　 ま　がわちゅうがっ こう　と　しょ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　む りょう

　す　 さ　 と　しょ かん　　　 い　どう　と　しょ かん　　 じゅんかい　　　　　　お　がわしょうがっ こう　　　 ち　いき

　た　 ま　がわちゅうがっ こう　と　しょ かん　　　いっ しょ　　　　　　　　　　　　　 き　かく てん　じ

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

２/２５㈮ １５：３０～１６：３０　　　明木図書館

小学生　　　講師：西村咲由里さん

　　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
　え　ほん　　　　よ　　 　　き　　　　　　　　 こう さく

おはなし・あそびの会
かい

第２水曜日 ２/９、３/９

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

￥

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　２/４・１１・１４・１８・２１・

２５・２８、３/４・７・１１・１４・１８・２１・２５・２８

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

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 ２/２３はお休み

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　　　　　　　　　　　　　やす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あきら ぎ　 と　しょ かん

にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

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。

　　　　　 はぎ　　　　　　　　　　　と　しょ かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　ほん

　よ　　　　き

おはなし会
おひさま

かい

毎週土曜日　２/５・１２・１９・２６、

３/５・１２・１９・２６　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

￥

講師：金野実加枝さん
こう　し　　　 こん　の　 み　 か　 え

２月７日㈪～９日㈬は萩図書館、子ども図書

館は、特別整理期間のため休館します。

　　 がつ　　　か　げつ　　　　　 か　すい　　　はぎ　と　しょ かん　　　　こ　　　　　　 と　しょ

かん　　　　　 とく べつ せい　り　 き　かん　　　　　　　 きゅうかん

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－２５－６３５５

￥

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

図書館コーナー
と　　しょ　　かん

￥

3

☎０８３８－５５－０３１４明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

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

英国で愛されている絵本の読み聞かせ、歌、

ゲーム、手遊びなど。

えい こく　　　あい　　　　　　　　　　　　　　え　ほん 　　　よ　　　　き　　　　　　　　 うた

　　　　　　　　　　 て　あそ

２/１６㈬、３/１６㈬ １６：００～１６：３０

わくわく子ども図書館

小学生以下（定員１５名程度）　申し込み不要

　　　　　　すい　　　　　　　　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

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては日時等変更または中止する場合があります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　かんせんかくだいじょうきょう　　　　　　　　　にち じ とうへんこう　　　　　 ちゅうし　　　　 ば あい



●と　き　2月12日（土） 10：00～12:00
●ところ　萩市民館  小ホール　　●定員　20名
●申し込み受付　2月3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

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　 し　 みん　かん　　 しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

R3.12.4（土）　
場所：萩セミナーハウス

　　　　　　　　　　　　　ど

　ば　しょ　　　はぎ

教えてくれた萩セミナーハウスのスタッフ
おし　　　　　　　　　　　はぎ

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

国際交流員とイギリス

　あそびを体験しよう

こく　さい　こう　りゅう いん

たい　けん

新しい子ども
編集スタッフ

あたら

へん　しゅう

こ

明
倫
小
学
校
１
年

　
藤
原
　
壮
啓
さ
ん

明
倫
小
学
校
２
年

　
沖
見
　
好
美
さ
ん

 

め
い
り
ん
し
ょ
う
が
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こ
う
　
　
　
ね
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ふ
じ

わ
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ま
さ

た
か

 

め
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り
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が
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こ
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ね
ん 

 

　
　
　
お
き

み
　
　
　
　
こ
の
　
み

クリスマスの２４日まで
１日１個ずつ開けて
当日までカウントダウ
ンしていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち

　　　にち　　　　こ　　　　　　　 あ

とう　じつ

アドベントカレンダー

色紙を折るのが楽しかった。
いろ　がみ　　　　お　　　　　　　　　 たの

中身に何が入っているのか
ドキドキして作っています。

なか　 み　　　　なに　　　 はい

　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

木の棒を貼るのが
難しかった。

　き　　　　 ぼう　　　　は

むずか

シールやお菓子を
小さなツリーの中へ
詰めていきます。

　　　　　　　　　　　　　　 か　　し

ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか

　つ

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止する場合があります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　かんせんかくだいじょうきょう　　　　　　　　 ちゅうし　　　　 ば あい



①２/２２㈫、②３/８㈫ 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　①２月８日㈫～２１日㈪まで

　　　　　②２月２２日㈫～３月７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　　　 にち　か　　　 　　 がつ　　　 か　げつ

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

（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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

２/２４㈭・３/１８㈮ ９：００～１２：００、

１３：００～１４：００の間で前日までに要予約

萩市子育て支援センター

未就園児とその保護者　　　無料

　　　　　　もく　　　　　　　 　きん

　　　　　　　　　　　　　　　 　　 あいだ　　ぜん じつ　　　　　　　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　　　　　　　　 む りょう　

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

①２/１６㈬、②３/２㈬　１０：００～１１：３０

認定こども園 萩光塩学院幼稚園ホール

未就園児とその保護者（予約制１０組）　　　無料

前日までに電話予約（平日９：００～１７：００）

☎０８３８－２２－２０１９

　　　　 　　　　　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 　 よ　やく せい　　　くみ　　　　　 　　　　　む りょう

ぜん じつ　　　　　　　　でん　わ　 よ　やく　　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自由遊び、親子ヨガ、子育て相談等

②自由遊び、読み聞かせ、親子製作

　　　じ　ゆう あそ　　　　　 おや　こ　　　　　　　　　 こ　そだ　　　そう だん など

　　　じ　ゆう あそ　　　　　　よ　　　　き　　　　　　　　 おや　こ　せい さく

￥

古写真で見る幕末明治
萩の人物編

こ　　　　 しゃ　　　　しん　　　　　　　　　み　　　　　　　　　ばく　　　 まつ　　　 めい　　　　 じ

はぎ　　　　　　　　じん　　　ぶつ　　　へん

萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　 ぶつ　かん　　　　　い

萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　 ぶつ　かん　　　　　い

萩博物館が集めてきた１０００点以上の古写真から、幕末から

明治にかけて活躍した萩ゆかりの人々を紹介します。写真

を手がかりに、幕末・明治という激動の時代を生きた人々

の姿に迫ります。

はぎ はく ぶつ かん　　　あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　てん　い　じょう　　　こ　しゃ しん　　　　　　　　ばく まつ

めい　じ　　　　　　　　　　　かつ やく　　　　 　 はぎ　　　　　　　　　　 ひと びと　　 しょうかい　　　　　　　　 　　 しゃ しん

　　　て　　　　　　　　 　　　　　ばく まつ　　　めい　じ　　　　　　　　　げき どう　　　　じ　だい　　　 い　　　　　　ひと びと

　　すがた　　 せま

全年齢　　　大人５２０円、高校・大学生３１０円、

小・中学生１００円　　　萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７

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　　　  　　　　 はぎ はく ぶつ かん

￥

３月６日㈰まで　９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
　　がつ　　　か　 にち　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

２/２㈬　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２月１日㈫

まで

　　　　すい

　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　か

鬼はそと！
おに

節分の豆まき体験
 せつ ぶん　　　まめ　　　　　 たい けん

￥

①２/２１㈪、②２/２２㈫ 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）

無料　　　申し込みは２月１４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

　む りょう　　　 　　　　もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　か　げつ

スペシャル
クッキング

栄養士  野村京子先生による

だしを使った簡単プチ料理

えい よう　し　　　の　むらきょう こ　せん せい

　　　　　　　　つか　　　　　 かん たん　　　　　りょう り

￥

３/１１㈮ １０：３０～１１：００

日の丸保育園　遊戯室

１・２・３月生まれの未就園児と

その保護者　　　無料

申し込みは３月４日㈮まで

　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　 ゆう　ぎ　しつ

　　　　　　　　　がつ　う　　　　　　　　　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

￥

２/１８㈮ 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）

無料

申し込みは２月１０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　　　 か　きん

巧技台であそぼう
こう　 ぎ　　だい

巧技台などを使ったサーキット遊び
こう　ぎ　だい　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそ

￥

百年の布
～美しき襤褸の世界～

ひゃく　　　 ねん　　　　　　　　ぬの

うつ　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　ろ　　　　　　　　　せ　　　かい

先人たちは限られた衣料を長く使い続けるために布を補

強・修繕・再利用する術を編み出してきました。繕いな

がら着続けられた衣服の中には仕立てられてから役目を

終えるまで百年を超えるものがあったとされます。

使い古した木綿布を裂いて糸の代用とした「裂織」など

先人たちの技術が詰め込まれた様々な衣類に宿る「美し

さ」を通じて、モノにあふれた現代を見つめ直します。

せん じん　　　　　　　　かぎ　　　　　　　　 い りょう　　　なが　　　つか　　　つづ　　　　　　　　　　　　　ぬの　　　 ほ

きょう　　しゅうぜん　　　さい　り　よう　　　　　 すべ　　　　あ　　　　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つくろ

　　　　　　き　つづ　　　　　　　　　　　い　ふく　　　なか　　　　　　し　 た　　　　　　　　　　　　　　　　やく　め

　お　　　　　　　　　　ひゃくねん　　　 こ

つか　　　ふる　　　　　　も　めん ぬの　　　 さ　　　　　　いと　　　だい よう　　　　　　　　　　 さき　おり

せん じん　　　　　　　　　ぎ じゅつ　　　つ　　　　こ　　　　　　　　 さま ざま　　　　い　るい　　　やど　　　　　 うつ

　　　　　　　　つう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げん だい　　　 み　　　　　　なお

３月１９日㈯～６月１９日㈰まで

９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

　　がつ　　　　にち　 ど　　　　 　　がつ　　　　にち　にち

　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

特別展示
とく　 べつ　　てん　　じ

萩市子育て
支援センター

　 はぎ　　　し　　　こ　　　そだ

し　　　えん

☎０８３８－２５－４４８８

5

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 ２/２３、３/２３ 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

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

￥



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。

4月8日発行

明倫小2年
岩たけこうすけさん

多磨小4年　P・N　
はっぴぃさん

明倫小4年　P・N　初号機さん

椿西小5年　P・N　
なおぴーだよんさん

小6年　P・N　
つゆさん

旭中2年
齊藤瑞季さん

育英小4年　P・N　
鬼滅大好きねこきゅうさん

多磨小4年
中村はるひさん

椿
東
小
4
年

村
田
み
ゆ
さ
ん

むつみ小3年
君谷摩耶さん

多磨小4年　土井乃々羽さん

育英小4年　P・N　　
ねこきゅうさん

育英小３年　P・N　
ねこきゅうさん

明倫小5年　P・N　圭佑さん

三見保
いけながたつきさん

育英小4年
さいとうりあさん

川上小5年　P・N
SAIKAさん

椿東小4年
おく川ゆづきさん

明倫小2年　
白上うきはさん

明倫小6年　P・N　
恵万さん

明倫小5年
小田ありすさん

むつみ小5年　P・N　
ハギー・ワギーさん

育英小2年
石戸結菜さん

明倫小4年
藤林瑠泉さん

明倫小4年　
竹内愛依さん

明倫小2年　P・N
ぜんいちだれさん

明倫小3年
はっとりしょうこさん

育英小4年　P・N　
胡蝶しのぶさん
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