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４月の行事予定

５月の行事予定

子ども編集スタッフのページ
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表紙イラスト　福栄小6年　山市桃奈さん

萩子ども情報センター
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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

この情報誌は再生紙を使用しています。

い　　けん　　　　　 かん　 そう　　　　　 じょう　ほう

意見・感想・情報
　まってま～す！

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

リトミック体験～音に合わせて
自由に体を動かそう♫～
じ　　　ゆう　　　　　 からだ　　　　　うご

たい　　けん おと あ
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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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日 月 火 水 木 金 土
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10

17

2421
家
庭
の
日

椿東小4年
河野杏栖さん

萩わんぱーく

どなたでも　　　無料　　　

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

 はぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

　　　　　 ほうじん　はぎ　こ

￥13：00～14：00

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

毎週水・土・日曜日 ４月～９月　１０：００～１７：００

１０月～３月　１０：００～１６：００

萩わんぱーく　　　どなたでも　　　無料

着替え、お茶（水）持参

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

まいしゅうすい　　　ど　　　にち　よう　び　　　 がつ　　　　 がつ

　　　がつ　　　　 がつ

 はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

　き　 が　　　　　　　　 ちゃ　　　みず　 　　じ　さん

　　　　　 ほう じん　はぎ　こ

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（４/２４、５/２２） １０：３０～１１：３０

萩わんぱーく　　  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

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

まい　つき　だい　　　すい　よう　び 

 はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　 ほう じん　はぎ　こ

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

４／１３・２７、５／１１・２５

１０：００～１１：３０　　　体力増進室

小学生～高校生　　　無料

室内シューズ持参　申し込み必要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいりょくぞう しん しつ

しょうがくせい　　　こう こう せい　　　　　　　　むりょう

 しつ ない　　　　　　　　　　　じ　さん 　 　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

参加者のレベルに応じて先生が上達の

コツを教えます。（新規参加者募集）

 さん　か　しゃ　　　　　　　　　　　　　おう　　　　　 せん せい　　 じょうたつ 　

　　　　　　　おし　　　　　　　　　　 しん　き　さん　か　しゃ　ぼ しゅう

卓球教室（毎月第２・４土曜日）
まい つき だい　　　　　　ど　よう　びたっ きゅう きょう しつ

￥

４／１８　はじめましてピヨピヨ

１０：３０～１１：３０　　　体力増進室

５／１６　外で遊ぼう

１０：３０～１１：３０　　　萩わんぱーく

未就園児とその保護者　　　無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいりょくぞう しんしつ

　　　　　　　　　そと　　　あそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　

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

ピヨピヨ（毎月第１・３木曜日）
まいつき だい　　　　　もく　よう　び

￥

５／１２㈰ １３：３０～１６：００（１５：３０まで受付）

創作活動多目的室　　　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うけ つけ

そう さく かつ どう　た　もく てき 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

￥

４／１０、５／８ 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

 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（毎月第２水曜日）
きょう しつ まい つき　だい　　 すい よう　び

￥

４／２５、５／２３ １０：３０～１１：３０

ゆうぎ室

未就園児の保護者　　　無料

　　　　　　　　しつ

　み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　　 　む りょう

相談員に助産師の沖野雅代さんと

主任児童委員の方が来られます。

 そう だん いん　　　じょ さん　し　 　　おき　の　まさ　よ

しゅ にん　じ  どう　い　いん　　　かた　　　 こ

子育て相談（毎月第４木曜日）
こ　　そだ　　　　 そう　 だん まい つき　だい　　 もく　よう　び

￥

４／１３㈯、５／２５㈯ １３：３０～１５：００

創作活動多目的室　  小学生以上

無料　　　申し込み必要

　　　　 　　　ど　　　　　　　　　 　ど

 そう さく かつ どう　た　もく てき しつ　　　　しょうがく せい　い じょう

　む りょう　　　　　　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

「音」を「楽」しむ〈音楽〉を

みんなで奏でよう♪

　 おと　　　　　 たの　　　　　　　　おんがく 

　　　　　　　　　　かな

みんなでミュージック

￥

４／５・２６、５／１０・２４
１９：００～２０：００

体力増進室

小学２年生以上

無料　　　申し込み必要

　

たいりょくぞう しんしつ

しょうがく 　　 ねん せい　い じょう

　む りょう　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつよう

みんなといっしょに楽しく

ダンス＆ストレッチ！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの

だんすダンス！
（毎月第２・４金曜日）

￥

まい つき　だい　　　　　　きん よう　び

４／１７、５／１５ １０：３０～１１：３０

ゆうぎ室　　 保護者　　 無料
　　　　　　　　しつ　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　 む りょう

小児科医の砂川先生と、病気一般や

医学知識について話をしませんか？

※個別の医療相談ではありません。

しょう に　 か　い　　　 すな がわ せん せい　　　　　びょう き　いっ ぱん

　い　がく　ち　しき　　　　　　　　　　はなし

　　　こ　べつ　　　 い りょうそうだん

元気なときにかかる医者
（毎月第３水曜日）

げん　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　しゃ

まい つき　だい　　すい よう　び

￥

毎週水・土曜日 ９：３０～１７：００

毎週木曜日　９：３０～１２：３０

ゆうぎ室

保護者　　  無料

  まい　しゅう すい　　　ど　　よう　 び

  まい　しゅう もく　よう　　び

　　　　　　　　しつ　　　　　　 　

　ほ　 ご　しゃ　　　　　　　 む りょう

子育ての話をしてみませんか？

お気軽にどうぞ！！

　こ　そだ　　　　　はなし

　　　き　がる

子育てアドバイス
こ　　そだ

￥

9：00～10：00 萩わんぱーく　　　全年齢

無料　　　タオル、飲み物がいる方は持参　

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜん ねん れい

　む りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　 もの　　　　　　　　かた　　　 じ　さん

　　　　　 ほうじん　はぎ　こ

みんなで萩わんぱーくの側溝掃除や

草取りをしましょう。

　　　　　　　　　　 はぎ　　　　　　　　　　　　　　　 そっこう そう　じ

くさ　と

萩わんぱーくの掃除をしよう
はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう　 じ

￥

児童館　☎０８３８－２５ー１０２５
　じ　どう かん

児童館に遊びにおいで！
　 じ　

　どう　
かん　　　　　あそ
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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

日 月 火 水 木 金 土

19
家
庭
の
日

椿東小5年
P.N　カービィさん

13：00～14：00 萩わんぱーく

どなたでも　　　無料

ＮＰＯ法人萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

　　　　　ほうじん　はぎ　こ

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

￥

3

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

毎月第４金曜日 ４/２６、５/２４
１５：３０～１６：００

わくわく子ども図書館

幼児、小学生

無料　　申し込み不要

まい　つき　だい　　　きん　よう　　び

　

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

よう　じ　　　しょうがく せい

　む りょう　　　　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

￥

おはなしの森
もり

毎週月・金曜日

４/１・５・８・１２・１５・１９・２２・２６・２９、

５/３・６・１０・１３・１７・２０・２４・２７・３１

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

手遊び、わらべうた、絵本の読

み聞かせ、パネルシアターなど

て　あそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　ほん　　　 よ

　　　き

￥

おはなし会 おひさま
かい

毎週土曜日

４/６・１３・２０・２７、５/４・１１・１８・２５

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

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

￥

絵本でしりとり
え　　ほん

４/２３㈫～５/１２㈰ ９：３０～１７：３０

わくわく子ども図書館

小学生未満

無料　　申し込み不要

　　　　　　　か　　　　　　　　　　にち

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

しょうがくせい　み　まん

　む りょう　　　　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

￥

占いの部屋
うらな　　　　　　　 へ　　 や

図書館の本を使った占い
と　しょ かん　　　ほん　　　つか　　　　　うらな

４/２８㈰、５/１０㈰ １４：００～１６：００

わくわく子ども図書館

小学生　　　無料

　　　　　　にち　　　　　　　　 にち

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

しょうがくせい　　　　　　　　　む りょう

￥

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２,１００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

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

　ち　いきこうりゅう　　 もく てき

　　　　　　　　　　ぶっ ぱん　　　えんそう

10：30～14：40

ふたば園まつり
えん

￥

こどもの読書週間特別行事
どく しょ しゅうかん　とく べつ ぎょうじ

図書館コーナー
と　　しょ　かん

図書館コーナー
と　　しょ　かん

図書館コーナー
と　　しょ　かん



た　　　う　　　　　　　　　ちょう　 せん

まい　　　　　　 う

田植えに挑戦

「あそぼ米を植えよう！！」
●と　き　4月27日（土）　8：30～１4：0０
●ところ　佐々並　　●申し込み受付　４月19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

こんなことやったよ！！

H30.2.23（土）　
場所：萩セミナーハウス

　　　　　　　　　　　 　　　 ど

　ば　しょ　　　はぎ
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ご指導いただいた

有田さん

し　どう

　　あり　た

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

リズムで自己紹介
↓

ダルマさんがころんだゲーム
↓

私の愛を受けとって（ボール投げ）
↓

お手玉であんたがたどこさ
↓

お手玉もちつき
↓

ボールであんたがたどこさ
↓

あき缶でたいこ作り
↓

野菜リズムで遊ぼう
↓

片足ケンケン

じ　 こ しょうかい

わたし　　 あい　　　 う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な

て　だま

て　だま

かん　　　　　　　　　　 づく

や　さい　　　　　　　　　　 あそ

かたあし

リトミック体験
～音に合わせて自由に
　　　体を動かそう♬～

たい　　けん

おと あ じ　　 ゆう

からだ うご

リトミック体験
～音に合わせて自由に
　　　体を動かそう♬～

たい　　けん

おと あ じ　　 ゆう

からだ うご

最初は緊張したけど
だんだんほぐれて
きたよ

さいしょ　　 きんちょう

体を動かして体も心も
ポカポカになりました

からだ　　うご　　　　　　からだ　 こころ

あんたがたどこさに挑戦！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうせん

たいこをたたきながら
歩くのはむずかしい
ある

みんなと一緒に
できて楽しいな

　　　　　　　　 いっしょ

　　　　　　 たの

缶に風船をつけると
いい音がでるんだ

かん　　ふうせん

　　　　 おと

も
ど
子
い
し
新ら

た
あ

こ

ん
へ
　

♬ ♬

♪ ♯

♩

♭

♬

♬

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

新一年生から新一年生へ
　しん　いち　ねん　せい　　　　　　　しん　いち　ねん　せい

４/１６㈫～５/１２㈰ ９：３０～１７：００

どなたでも

　　　　　　　か　　　　　　　　　　にち

須佐中学校の新一年生が小学校の

新一年生に読んであげたい絵本の展示

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

しん いち ねん せい　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　 え　ほん　　　てん　じ

学校の先生がオススメする本たち
～育英小学校の先生編～

　がっ　こう　　　　　せん　せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん

　　　いく えい しょう がっ こう　　　せん　せい へん

４/７㈰まで ９：３０～１７：００　　どなたでも
　　　　　にち

育英小学校の先生が小学校低・中・高学年に

向けて各学年におすすめの本を紹介

いく えいしょうがっ こう　　　せん せい　　 しょうがく こう てい　　ちゅう　　 こう がく ねん

　む　　　　　　かく がく ねん　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　 しょうかい

須佐図書館  視聴覚室

無料

　す　さ　 と　しょ かん　　　しちょうかく しつ

　む りょう

￥

図書館コーナー
と　　しょ　　かん



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

５/２９㈬　１０：００～１１：３０　　萩光塩学院幼稚園

未就園児とその保護者　　無料　　申し込み不要

　　　　　　 すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ こう えん がく いん よう　ち　え

　み しゅうえん　じ　　　　　　 　　　ほ　 ご　しゃ 　　　　　む りょう　　　 　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

てんしぐみ

ホール・園庭での自由遊び等。

親子体操、絵本の読み聞かせ、子育て相談。

　　　　　　　　　　 えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ　　　など

おや　こ　たい そう　　　 え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　　こ　そだ　　　そう だん

￥

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

☎０８３８－２５－４４８８

5

５/１４㈫・２８㈫　９：３０～１１：３０

認定こども園  萩幼稚園　 　　未就園児とその

保護者　　　無料　　　保護者同伴　申し込み不要

　　　　　　　か　　　　　 　　か

 にんてい　　　　　　　　えん　　 はぎ よう　ち　えん　　　　　　　　　 み しゅうえん　じ　　　　　　　　　

　ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　む りょう　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ どう はん　　　もう　　　 こ　　　　ふ　よう

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・紙芝居・パネルシアター・親子体操）。

 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　　　　　 かみ しば　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おや　こ　たい そう

￥

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

描かれた萩の大地 ー絵図にかくされた大地と人の物語ー
えが

え　　　ず
はぎ ジ　　　　オ

だい　　ち ひと ス ト ー リ ー

萩の夏みかん物語りⅠ
はぎ　　　　　　　　　なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もの　　　 がた

萩の雄大な自然は、大地の様々な活動によって形成されました。この故郷の

自然は萩出身の地質学者で画家でもある高島北海や南画家松林桂月らの手に

よって描かれました。絵画や絵図に描かれた萩の大地を読み解きます。

はぎ　　　ゆうだい　　　　し　ぜん　　　　　だい　ち　　　　さま ざま　　　かつ どう　　　　　　　 　　　けい せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふる さと

　し　ぜん　　　はぎしゅっしん　　　 ち　しつ がく しゃ　　　 が　 か　　　　　　　　　　　たか しま ほっ かい　　　なん　が　 か　まつばやしけい げつ　　　　　 て

　　　　　　　　えが　　　　　　　　　　　　　　　 かい　が　　 　 え　 ず 　　　えが　　　　　　　　はぎ　　　だい　ち　　　　よ　　　　と

世界文化遺産のひとつ萩城下町では、今も夏みかんが栽培されています。萩の夏みかん

は、明治維新の後、禄を失った武士の救済のために、武家屋敷地を利用して栽培が始まり

ました。高値で取引が続き、結果として、畑となった屋敷地が周囲の土塀などとともに今

に伝えられました。夏みかんに関わる様々な物語を紹介し、関連の行事を開催します。

　せ　かい ぶん　か　 い　さん　　　　　　　　　　　はぎじょう か　まち　　　　　　　　 いま　　　なつ　　　　　　　　 　　 さい ばい　　　　　　　　　　　　　　 　　　　はぎ　　　なつ

　　　　　 めい　じ　い　しん　　　あと　　　ろく　　 うしな　　　　　 ぶ　 し　　　きゅうさい　　　　　　　　　　　　　 ぶ　 け　 や　しき　ち　　　　り　よう　　　　　 さい ばい　　　はじ

　　　　　　　　　　たか　ね　　　 とり ひき　　　つづ　　　　　 けっ　か　　　　　　　　　　 はたけ　　　　　　　　　　 や　しき　ち　　　しゅうい　　　　ど　べい　　　　　　　　　　　　　　　 いま

　　　つた　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつ　　　　　　　　　　 かか　　　　　 さま ざま　　　ものがたり　　しょうかい　　　　　　かん れん　　 ぎょうじ　　　 かい さい

４/２５㈭、５/２３㈭ 

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

￥

５/３１㈮  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２４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

リズムであそぼう

￥

①４/１５㈪　②４/１６㈫ 

③４/１９㈮ 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８名）　　　無料

申し込みは４月１０日㈬まで

　　　　　　 　　 げつ　　　　　　　　　　　　か

　　　　　　　　　きん

 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 　　 めい　　　　　　　　　　　む りょう

もう　　　 こ　　　　　　　　がつ　　　 か　すい

足型アートをつくろう
あし　がた

足型アート作り
あし がた　　　　　　　　づく

￥

５月１２日㈰まで　開館時間 ９：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）（４月１２日㈮は展示替

えのため、企画展示室を閉室します。）

　　がつ　　　　にち　にち　　　　　　　　かい かん　じ　かん

　にゅうかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　にち きん　　　てん　じ　 が

　　　　　　　　　　　 　　き　かく てん　じ　しつ　　　へい しつ

５月１８日㈯～６月１１日㈫　

開館時間 ９：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）

（６月１２日㈬～１４日㈮は休館）

　　がつ　　　 　にち　 ど　　　　　　　がつ　　　 にち　　か

かい かん　じ　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　

　にゅうかん

　　　　がつ　　　にち すい　　　　　　にち きん　　　きゅうかん

萩博物館（萩市堀内３５５番地）　　観覧料　大人５１０（４１０）円、高校・大学生３１０（２４０）円、

小・中学生１００（８０）円　（　）内は団体割引（２０名以上）及び障がい者割引適用料金

萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７

 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　　　　　　　ない　　　だん たい わり びき　　　　　めい　い じょう　 およ　　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

￥

５/１７㈮　１０：００～１１：００　　　日の丸保育園　　未就園児とその保護者　　無料

申し込みは５月１０日㈮まで　　　萩市子育て支援センター　☎０８３８－２５－４４８８

　　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　　　　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ 　　　　　 む りょう

もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　　か　きん　　　　　　　　　　　　　はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

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

企画展
き　かく てん

日本ジオパーク認定記念特別展
　に　ほん　　　　　　　　　　　　　にん てい　き　ねん とく べつ てん

おりがみ
　

おりがみであそぼう
４/３㈬ １０：３０～１１：００　　小学生
　　　　 すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４
読み聞かせ・手遊びなど
　よ　　　　き　　　　　　　　　て　あそ

ちっちゃなおはなし会
かい

毎週金曜日 １０：３０～１１：００

乳幼児

まいしゅうきん よう　び

にゅうよう　じ

５/８㈬ 

１５：３０～１６：３０

小学生

　　　　　すい

しょうがくせい

広告でビーズを作り、

ネックレスなどに

こう こく　　　　　　　　　　　　　つく

広告ビーズをつくろう
　こう　こく

こどもの日にちなんだお話と工作
　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　はなし　　こう さく

およぐこいのぼりをつくろう

４/１０㈬ １５：３０～１６：３０　　小学生
　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

イラストや似顔絵を描く
　　　　　　　　　　　　 に　がお　え　　　　か

イラスト教室
きょう しつ

４/１２㈮・２６㈮、５/１０㈮・２４㈮

１５：３０～１７：００　　　小学生

講師：西村咲由里さん

　　　　　 　きん　　　　　　きん　　　　　　　　きん　　　　　　きん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがく せい

 こう　し　　　 にし むら　さ　ゆ　 り

パネルシアターや絵本の読み聞かせや紙芝居など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　 かみ しば　い

「草の芽」のおはなしシアター
くさ　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４/２４㈬・５/２２㈬ 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

１年間の明木図書館での行事の様子を写真で紹介
　　　ねん かん　　 あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　ぎょう じ　　　 よう　す　　　 しゃ しん　　 しょうかい

図書館でこんなことしたよ
と　 しょ　 かん

５/１５㈬まで ９：００～１７：３０　　　どなたでも
　　　　　　すい

明木図書館　　無料
あきらぎ　 と　しょ かん　　　　　　む りょう

￥図書館コーナー
と　　しょ　　かん

萩博物館
へ行こう！

はぎ　 はく　ぶつ
　かん

　　　　い



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1年
松尾一平さん

椿東小4年
烏田美楽さん

明倫小3年　P・N　
モチパン☆☆さん

椿東小6年
烏田愛美さん

椿東小4年
今田愛さん

椿西小1年
おのむらあげはさん

明倫小4年
厚東輪さん

旭中3年　P・N　
鏡音錬さん

旭中1年　P・N　
ポケモン大好きな男子さん

明倫小2年　P・N　
ムーミントロール大好きさん

明倫小2年　P・N　
ムーミン大好きさん

明倫小3年
山野いあずみさん

椿東小4年　P・N　
ミニオン大好きさん

椿東小6年
油谷優梓さん

椿東小4年
河野柚蘭さん

越ヶ浜中2年　P・N　
だいこーんさん

椿東小3年
吉浦泰さん

明倫小１年
さくまゆうかさん

旭中1年　P・N　
カトリーエイルレイトンさん

椿東小1年
わたなべりのさん

明倫小4年
うちうみらくさん

明倫小1年
なかむらゆあさん

旭中1年　P・N　
ジェイコブ・グリムさん

椿東小５年　P・N　
メカクシさん

あさひ保佐々並分園　
年中　木村千紘さん

むつみ小2年　P・N　
ポニョさん

佐々並小2年
木村心咲さん

明倫小2年
服部直哉さん

椿東小4年
田村りつさん

明倫小2年
松尾香莉奈さん

5月24日発行
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