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子ども情報誌
「あ.そ.ぼ.」
　イラスト展

こ　　　　　　　　　　　　 じょう　　 ほう　　　 し

てん

まぼろしの

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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4月 ￥

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
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家
庭
の
日

開催中～６/１９㈰

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

萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７

かい　さい　ちゅう　　　　　　　　　 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

はぎ はく ぶつ かん

昔の人々は、限られた衣服や布をできるだけ長く使

い続けるために、修繕したり再利用したりしていま

した。衣服の中には、作られてから役目を終えるま

で１００年を超えるものもあったとされます。

大切に使われてきた衣類がどんな姿をしているのか、

博物館で見てみよう！

むかし　　 ひと びと　　　　　 かぎ　　　　　　　　 い　ふく　　　ぬの　　　　　　　　　　　　　　　 なが　　　つか

　　　つづ　　　　　　　　　　　　　　　しゅうぜん　　　　　　　　さい　り　よう

　　　　　　　　い　ふく　　　なか　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　やく　め　　　　お

　　　　　　　ねん　　　 こ

たい せつ　　　つか　　　　　　　　　　　　　 い　るい　　　　　　　　　　すがた

はく ぶつ かん　　　 み

特別展
「百年の布～美しき襤褸の世界～」

とく　 べつ　てん

ひゃく　ねん　　　　　 ぬの　　　　　うつく　　　　　　　　ぼ　　　ろ　　　　　　せ　　 かい

￥
児童館交流ホール　　　どなたでも　　　無料

児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かん こうりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

　じ　どう かん

～お母さんにメッ

セージを伝えよう～

　　　　　かあ

　　　　　　　　　　つた

母の日カード作り
はは　　　　ひ　　　　　　　　　　づく

￥

児童館集会室　　  未就園児と保護者　　  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　　　　　　　 む りょう

もう　　　　こ　　　ひつ よう　　　　　　　　 じ　どう かん

講師：岡有香さん

（口育士、小児科専門歯科衛生士）

こう　し　　　おか ゆう　か

　 こう いく　し　　　しょう に　 か　せん もん　し　 か　えい せい　し

子育て応援講座

「赤ちゃんの歯のお話」
～一生使える口を育てよう～

こ　そだ　　　おう えん こう　ざ

あか　　　　　　　　　　　　　　は　　　　　　　 はなし

いっしょうつか　　　　　くち　　　そだ21（木）
10：30～11：30

￥

8
5～ （日）

9：30～17：00
29
4

（金）

椿
西
小
2
年　

守
永
唯
奈
さ
ん

第２水曜日 ４/１３、５/１１ 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 ４⁄２０、５⁄１８ １０：３０～１１：３０
だい　　すい　よう　び

第４木曜日 ４⁄２８、５⁄２６ 
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

５/５(木・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

　　　　　もく 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

￥

５/１９㈭「外で遊ぼう」

（雨天中止）１０：３０～１１：３０

萩わんぱーく他

未就園児と保護者　　　無料

　　　　 　もく　　　 そと　　　あそ

　　う　てんちゅう し

はぎ　　　　　　　　　　　　　ほか

　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 
 　５⁄１３、２７ 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 
 　４⁄２３、５⁄２８ 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

￥

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

４/２４㈰、５/２２㈰ 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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5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

4 13：30～
16：00 児童館交流ホール　　　どなたでも

指輪１個：１０円、ブレスレット１個：１００円　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かん こうりゅう

ゆび　わ　　　　こ　　　　　　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　えん　　　　　　　　 じ　どう かん

ビーズで指輪やブレスレットを作ろう
　　　　　　　　　　ゆび　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

ビーズリング（アクセサリー作り）
づく

￥（水）（水）

15
家
庭
の
日

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　４/８・１１・１５・１８・２２・２５・２９、

５/２・６・９・１３・１６・２０・２３・２７・３０　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 ５/４はお休み

１０：３０～１１：００　　　明木図書館

乳幼児とその保護者　　　無料

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　　　　　　　　 む りょう

￥

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

須佐中学校の新１年生７名が、小学

１年生に読んであげたい絵本を紹介

する企画展示。

　す　さ ちゅうがっ こう 　　 しん 　　 ねん せい　　　めい　　　 　 しょうがく

　　　ねん せい　　　　よ　　　　　　　　　　 　　　　　　え　ほん　　 しょうかい

　　　　 　 き　かく てん　じ

新一年生から新一年生へ
～この絵本、読んであげたい～

しん　いち　ねん　せい　　　　　　　 しん　いち　ねん　 せい

え　　ほん　　　　　よ

５/１５㈰まで ９：３０～１８：００

須佐図書館　　　どなたでも

　　　　　　にち

　す　 さ　 と　しょ かん

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 ４/１３、５/１１

１５：３０～１６：３０　　　明木図書館

小学生　　　無料

だい　　 すい　よう　 び　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あきら ぎ　 と　しょ かん　

しょうがく せい　　　　　　　　 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。４/３０㈯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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　４/９・１６・２３、５/７・１４・２１・２８
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

￥

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 ４/２７、５/２５ 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

無料　　　萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０
　む りょう　　　　　　　 はぎ　こ

￥

3

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

☎０８３８－２５－６３５５萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

※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

こどもの読書週間関連行事

絵本を読んで

世界地図をつくろう

どく しょしゅうかんかん れんぎょう じ

え　　ほん　　　　　よ

せ　 かい　　ち　　ず

外国の絵本を選んで、本にまつ

わる国などの国旗のシールを

貼って世界地図をつくろう。参

加者にはプレゼントがあるよ。

がいこく　　　 え　ほん　　　えら　　　　　　　　ほん

　　　　　くに　　　　　　　　　こっ　き

　は　　　　　　せ　かい　ち　ず　　　　　　　　　　　　　 　　　さん

　か　しゃ

４/２３㈯～５/１２㈭ ９：３０～

わくわく子ども図書館

小学生以下　　　無料

　　　　　　　ど　　　　　　　　　　すい

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

しょうがく せい　い　 か　　　　　　　　　む りょう

￥

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

４/２０㈬、５/１８㈬ 
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）

無料　　　申し込み不要

企画政策課

☎０８３８－２５－３３４２

　　　　　　 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

　む りょう 　　　　　　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

　き　かく せい さく　か

￥

萩
東
中
１
年　

P・N

ラ
ン
ド
セ
ル
た
べ
れ
る
お
？
さ
ん



●と　き　4月23日（土） 10：00～12:00
●ところ　萩市民館  講義室　　●定員　15名
●申し込み受付　4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

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　 し　 みん　かん　　　こう　 ぎ　 しつ　　　　　　　　　　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

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

昨年度も新型コロナウイルスの

影響でイラスト展示会を中止し

たため、２年度分のイラスト展

を予定していました。

しかし再び中止となってしまっ

たため、前日の準備の様子をご

紹介します。

さく ねん　ど　　　 しん がた

えいきょう　　　　　　　　　　　　 てん　じ　かい　　 ちゅう し

　　　　　　　　　　　　　ねん　ど　ぶん　　　　　　　　　　　　　てん

　　　よ　てい

　　　　　　　ふたた　　ちゅう し

　　　　　　　　　　ぜん じつ　　 じゅん び　　　 よう　す

しょうかい

「あ.そ.ぼ.」の表紙に選ばれた作品です。

体験取材の際、子どもたちから選ばれた作

品の中から編集委員で選びました。どれも

良い作品ばかりで、いつも表紙の作品を選

ぶのに悩みます...。

　　　　　　　　　　　　　　　ひょう し　　　 えら　　　　　　　　さく ひん

たい けん しゅ ざい　　　さい　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　えら　　　　　　　　さく

ひん　　　なか　　　　　 へんしゅう い　いん　　　えら

　よ　　　 さく ひん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひょう し　　　 さく ひん　　　えら

　　　　　　　　なや

たくさんの応募ありが

とうございました。準

備をしていて、こんな

にたくさんの作品が応

募されていてビックリ

しました。これからも

皆様からの作品をお待

ちしております！

　　　　　　　　　　　　　おう　ぼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅん

　び

　　　　　　　　　　　　　　　さく ひん　　　おう

　ぼ

みな さま　　　　　　　　さく ひん　　　　　　ま

イラスト応募方法
４～５月号で「あ.そ.ぼ.」と一緒にイラス

ト用紙を配付しています。イラスト用紙が

ない場合は、Ａ４用紙やハガキにイラスト

を描き、裏に氏名・学校名・学年を記入の

上、応募ください。

応募先：萩市民館　文化・生涯学習課

　　　　萩市江向４９５－４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おう　ぼ　ほう ほう

　　　　　　　　がつ ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっ しょ

　　　よう　し　　　 はい　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう　し

　　　　　　ば あい　　　　　　　　　　　よう　し

　　　 か　　　　　　うら　　　 し　めい　　　がっ こう めい　　　がく ねん　　　 き にゅう

うえ　　　おう　ぼ

おう　ぼ　さき　　　はぎ　し　みん かん　　　ぶん　か　　　しょうがい がくしゅう か

　　　　　　　　　　はぎ　し　 え むかい

●編集委員とは

２カ月に１度の体験取材や誌面の作成に

協力していただいている大人ボランティ

アの方々です。興味のある方はぜひ下記

事務局までお問い合わせください。

●問い合わせ先　萩市教育委員会事務局　

　文化・生涯学習課

　☎０８３８－２５－３５９０まで

　　　へんしゅうい　いん

　　　　　　か　げつ　　　　　　ど　　　 たい けん しゅ ざい　　　 し　めん　　　さく せい

　　きょうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おと　な

　　　　　　　　かた がた　　　　　　　 きょう み　　　　　　　　 かた　　　　　　　　 か　 き

　　　じ　 む きょく　　　　　　　　と　　　　あ

　　　と　　　　あ　　　　　　さき　　　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

情報誌「あ.そ.ぼ.」編集委員さん募集！
じょう ほう　し　　　　　　　　　　　　　　　　へん しゅう　い　いん　　　　　　　ぼ　しゅう

※新型コロナウイルス感染拡大により体験
取材を中止としました。今回は子ども編
集スタッフのページはお休みします。

　　しんがた　　　　　　　　　　　　　　かんせんかくだい　　　　　　たいけん

　　しゅざい　  ちゅうし　　　　　　　　　　　　 こんかい　　 こ　　　　 へん

　 しゅう　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　やす

まぼろしの



①５/１０㈫、②５/２４㈫ 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　①４月２６日㈫～５月９日㈪まで

　　　　　②５月１０日㈫～２３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　　 　にち　か　　　　 　がつ　　　 か　げつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　か　 か　　　 　　　 にち 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

４/２８㈭・５/２６㈭ 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　　　　　　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 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

５/２５㈬　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

 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

自由遊び、手遊び、絵本の読み聞かせ、

育児相談、発育測定

　じ　ゆう あそ　　　　　　て　あそ　　　　　　え　ほん　　　 よ　　　　き

いく　じ　そう だん　　　はつ いく そく てい

￥

￥

５/１６㈪ １０：００～１２：００

萩市子育て支援センター

０歳児の未就園児とその保護者

（先着５組）　　　無料

申し込みは５月９日㈪まで

　　　　　 げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　　　さい　じ　　　　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　げつ

指先を使うおもちゃ作り
ゆび さき　　　つか　　　　　　　　　　　　 づく

手作りおもちゃを作ろう
て　 づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

￥

５/１７㈫ １０：００～１２：００

萩市子育て支援センター

１歳児の未就園児とその保護者

（先着５組）　　　無料

申し込みは５月９日㈪まで

　　　　　 　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　　　さい　じ　　　　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　げつ

指先を使うおもちゃ作り
ゆび さき　　　つか　　　　　　　　　　　　 づく

手作りおもちゃを作ろう
て　 づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

￥

５/２０㈮ １０：００～１２：００

萩市子育て支援センター

２歳児の未就園児とその保護者

（先着５組）　　　無料

申し込みは５月９日㈪まで

　　　　 　 きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　　　さい　じ　　　　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　げつ

指先を使うおもちゃ作り
ゆび さき　　　つか　　　　　　　　　　　　 づく

手作りおもちゃを作ろう
て　 づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

￥

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！

椿保育園　P・N　はすみさん白水小3年　井上泰成さん

明倫小5年　柏原圭佑さん
多磨小4年　土井乃々羽さん

川上小６年　P.N
今日もねむたい！！☆さん

多磨小1年　なかむらみいあさん

萩市子育て
支援センター

　 はぎ　　　し　　　こ　　　そだ

し　　　えん

☎０８３８－２５－４４８８

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

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。

5月25日発行

多磨小4年　P・N
おにぎりさん

椿西小5年　P・N
帝国民だよ～！さん

大井小2年
石田美土さん

椿西小5年　P・N
性別ないばいたりてぃさん

川上小5年　P・N
頭痛が痛い!!☆さん

春日保育園　P・N
よしのさん

むつみ小1年　P・N
ルカリオさん

多磨小4年　P・N
ゆきんこさん

むつみ小5年　P・N
Nさん

明倫小5年
小田ありすさん

育英小4年　P・N
ねこきゅうさん

むつみ小5年　P・N
ネコポスターさん

明倫小1年
なかしまさほさん

育英小4年　P・N
てキュウリさん

多磨小3年　P・N
ゼリーさん

むつみ小1年　P・N
ヒトカゲさん

明倫小4年
中村里咲子さん

明倫小6年　P・N
朝からラーメン!!☆さん

むつみ小1年
みついこころさん
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