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萩市教育委員会文化・生涯学習課内
電話　０８３８－２５－３５９０
FAX　０８３８－２５－３１４９
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 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。

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

田植えに挑戦
「あそぼ米を植えよう！！」

まい　　　　　　　　う

た　　　　う ちょう　　せん



2

￥

ところ
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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

10：30～11：30 児童館 集会室

未就園児と保護者、子育てに関心のある方

無料　　　託児は後方でします。

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　　　　　　　 たく　じ　　　 こう ほう

　じ　どう かん

異性間コミュニケーションで子育て

力アップ。講師　槌屋幸子さん

　い　せい かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　そだ

りょく　　　　　　　　　　こう　し　　　 つち　や　さち　こ

子育て応援講座
こ　 そだ　　　　 おう　えん　こう　 ざ

￥

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 ６/２８、７/２６ １５：３０～１６：００　　わくわく子ども図書館

小学生以下（定員２０名程度）　　　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

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

￥

明木図書館  視聴覚室　　　無料
あきらぎ　 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

図書館コーナー
と　　しょ　かん

図書館コーナー
と　　しょ　かん

笹に飾りをつけたり、おはなしを聞いたりします。
 ささ　　　かざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　き

七夕会
たな　ばた　かい

７/６㈯ １４：００～１５：００　　　萩図書館　　　無料
　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　　 　　　　　む りょう

￥

おはなしのろうそくを点した部屋で、世界の昔話を聞く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも　　　　　　へ　 や　　　　　　 せ　かい　　 むかしばなし　　 き

世界のおはなしを楽しむ会 ーストーリーテリングー
せ　 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たの　　　　 　　　かい

７/２７㈯ １０：００～１１：３０　   萩図書館　　 小学生以上どなたでも　　 無料
　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と しょかん　　　　　　　しょうがく せい　い じょう　　　　　　 　　　　　　　　　　　　む りょう

￥

おとうさんとおじいちゃんの

読み聞かせ
よ　　　　　き

６/２９㈯ １４：００～１４：３０

わくわく子ども図書館（萩図書館）

どなたでも　　　無料

　　　 　　 　ど　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　はぎ　と　しょ かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

￥

男性によるおはなし会
 だん せい　　　　　　　　 　　　　　　　　　　かい

ジョイントネット萩「草の芽」に

よる読み聞かせ、手遊びなど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　くさ　　　 め

　　 　　　 よ　　　　き　　　　　　　　　て　あそ

「草の芽」の

おはなし会

くさ　　　　　め

　　　　　　　　　　　かい

６/２６㈬、７/２４㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　　　すい　　　　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 しょうがく せい

七夕にちなんだ読み聞かせや工作
たな ばた　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　き　　　　　　　　 こう さく

たなばたの会
かい

７/３㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 しょうがく せい

ストローを使って、笛を作ります。
　　　　　　　　　　　つか　　　　　　ふえ　　 つく

ストローを鳴らそう
な

６/５㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　 すい　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

未就学児向けのおはなし会
　みしゅうがく　じ　 む　　　　　　　　　　　　　　　　かい

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

ペンや色鉛筆で似顔絵やイラストを描く
　　　　　　　　いろ えん ぴつ　　　　に　がお え　　　　　　　　　　　　　　　　　か

イラスト教室
きょう しつ

６/１４㈮・２８㈮、７/１２㈮ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　　きん　　　　　　きん　　　　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがく せい

水彩画など
すい さい　が

夏休み絵画教室
なつ　やす　　　　かい　　が　 きょう しつ

７/２６㈮ １４：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　　きん　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　しょうがく せい

空き容器を使った工作
　あ　　　 よう　き　　　つか　　　　　 こう さく

ペンギンをつくろう
７/１０㈬ １５：３０～１６：３０　　　小学生
　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがく せい

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

バイキンのことや手洗い

の大切さを勉強します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て　あら

　　　たい せつ　　　　　 べんきょう

手を洗おう！
て　　　　　あら

７/３１㈬

１０：００～１１：００

須佐図書館

小学生　　　無料

　　　　　　すい

　す　 さ　 と　しょ かん

しょうがくせい　　　　　　　　 むりょう　　　　

￥

ブックトークを勉強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう

ブックトークをまなぼう！

６/１９㈬ １０：００～１１：３０　　　須佐図書館

利用者、ボランティア、図書館職員

（先着１５名）　　　無料

　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　 さ　 と　しょ かん

　り　よう しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　しょ かんしょくいん

　 せんちゃく　　 めい　　　　　　　　　　む りょう　　　　

￥
おはなしと工作
 　　　　　　　　　　　　 こう さく

坂倉校長先生の夏の特別授業
さか　くら　こう　ちょう せん　せい　　　　 なつ　　　　 とく　べつ　 じゅ ぎょう

須佐図書館　　　小学生　　　無料
　す　 さ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがくせい　　　　　　　 　むりょう　　　　

￥

第一弾 鳥のふしぎをまなぼう！

　　７/２３㈫ １３：３０～１４：３０

第二弾　タネのふしぎをまなぼう！

　　７/３０㈫ １０：００～１１：３０

だい　いち　だん　　 とり

　　　　　　　　　　か

だい　　に　 だん

　　　　　　　　　　か

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４

おとうさんとおじいちゃんの
読み聞かせ
よ　　　　　 き

６/２６㈬ １３：００～１３：３０　　　育英小学校

どなたでも　　　無料　　

　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いく えいしょうがっこう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む りょう

男性による読み聞かせ会
 だん せい　　　　　　　　 よ　　　　き　　　　　　かい

￥

おとうさんとおじいちゃんの読み聞かせ
よ　　　　　 き

６/１２㈬ １５：３０～１６：００　　　小学生
　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　しょうがくせい

男性による読み聞かせ会
 だん せい　　　　　　　　 よ　　　　き　　　　　　かい
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６／８・２２、７／１３・２７
１０：００～１１：３０　

体力増進室

小学２年生～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　　 ねん 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。

 さん　か　しゃ　　　　　　　　　　　　　おう　　　　　 せん せい

じょうたつ 　　　　　　　　　おし　　　　　　　　　　

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

￥

６／２０　ダンボール遊び

１０：３０～１１：３０　　　ウッドデッキ

７／１８　水遊び

１０：３０～１１：３０　　　萩わんぱーく

未就園児とその保護者　　　無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそ

　　　　　　　　　みず 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

￥６／９㈰ 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

￥
６／１２、７／１０ 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５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

￥

６／２７、７／２５ 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

￥

６／２２㈯、７／２７㈯ 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

￥

６／８㈯～１６㈰ 

９：３０～１７：００　　　児童館

どなたでも　　　無料

　　　　 　 ど　　　　　　　　にち

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　どう かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

オリジナルのカードを手作り

して、プレゼントしよう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　て　づく

父の日カードを作ろう
ちち　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　つく

￥

６／１９、７／１７ 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

￥

７／２８㈰ ９：３０～１５：３０

川上（集合は児童館）

小学３年生以上（定員２０名）　　　１，５００円

持参物：飲み物、着替え、タオル、

濡れてもよい服装で来てね！

　　　　 　 　にち

かわ かみ　　 しゅうごう　　　 じ　どう かん

しょうがく　　　ねん せい　い じょう　てい いん　　　 めい　　　　　　　　　　　　　　　 えん

　じ　さん　ぶつ　　　の　　　 もの　　　 き　 が

　ぬ　　　　　　　　　　　　　ふく そう　　　 き

川上でカヌー体験をしよう！昼食を食べた後は

木工工作もするよ！民話語りべ「カッパの話」

（川上村由来）もあるよ！

かわかみ　　　　　　　　　　 たい けん　　　　　　　　　　　　ちゅうしょく　　 た　　　　　　あと

もっ こう こう さく　　　　　　　　　　　　　みん　わ　かた　　　　　　　　　　　　　　　　　 はなし

　　かわかみ そん　ゆ　らい

児童館がゆく！  Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｈａｇｉ

夏だ！カヌーだ！川上だ！！

じ　 どう　 かん

なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわ　かみ

￥

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

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

10：30～11：30
児童館 集会室　　　未就園児と保護者、子育て

に関心のある方　　　無料　　　託児は後方で

します。　　　　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　　　　　　　 たく　じ　　　 こう ほう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　どう かん

演題「感情をていねいに取り扱い、

自己尊重力を高める」

講師　馬場真一さん

えん だい　　　かんじょう　　　　　　　　　　　　　　　 と　　　あつか

　じ　こ　そんちょうりょく　　たか

こう　し　　　 ば　　ば　しん いち　　　　　　　　

子育て応援講座
こ　 そだ　　　　 おう　えん　こう　 ざ

￥

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（６/２６、７/２４） 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



とく　　べつ　　てん　　　　　き　　 けん　　せい　　ぶつ　　だい　　めい　 きゅう

み　　　　　　　い

特別展「危険生物大迷宮」
　　　を見に行こう！
●と　き　7月5日（金）　17：00～１8：3０
●ところ　萩博物館
●申し込み受付　6月28日（金）まで
　萩市教育委員会文化・生涯学習課
　☎0838－25－3590まで

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　はく　ぶつ　かん

　　　 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　　きん

お米クイズ
こめ

H31.4.27（土）　
場所：佐々並

　　　　　　　　　　　 　　　 ど

　ば　しょ　　　 さ　 さ　なみ

4

田植えを教えて下さった

山本さん　　　藤井さん

　た　 う　　　　　　おし　　　　　 くだ

やま もと　　　　　　　　　　　　　ふじ　い

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

お米の栽培が日本に伝わった
のは、いつごろかな？
①5,000～4,000年前
②3,000～2,700年前
③1,000年前

（答えは右下）

　　　こめ　　　　さい　ばい　　　 に　ほん　　　　つた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　まえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　まえ

　　　　　　　　　　　ねん　まえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こた　　　　　みぎした

田植えに挑戦「あそぼ米を植えよう！！」
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！！」
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！！」
た　　　う ちょう　 せん まい う

土の中が冷た～い
つち　　 なか　　 つめ

土がどろどろして
おもしろい感触でした

つち

　　　　　　　　　　　かんしょく

2・３本でどんどん
増えていくんだって

　　　　　ほん

ふ

お米クイズがとても
勉強になりました

　　こめ

べんきょう

寒かったけど上手に
植えられてよかったです

さむ　　　　　　　　　　 じょうず

う

赤いしるしに
合わせて
植えていきました

あか

あ

う

みんなで一列に
なって植えたのが
楽しかったです

　　　　　　　　　いちれつ

　　　　　　　う

たの

新
し
い
子
ど
も

編
集
ス
タ
ッ
フ

あ
た
ら

こ

へ
ん　

し
ゅ
う

答え：②
こた

がんばって植えたので
たくさんご飯が
食べられました

　　　　　　　　　　　う

　　　　　　　　　　　はん

た



７/２２㈪ １０：３０～１１：１０

太陽フィットネスクラブ萩

未就園児とその保護者　　　無料

水着、キャップ、タオル持参

申し込みは７月１６日㈫まで

　　　　　　げつ

たい よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ

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

みず　ぎ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 じ　さん

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　にち　か

水遊び教室
みず　 あそ　　　　きょう しつ

太陽フィットネスクラブのコーチに

よる親子水遊び教室

 たい よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　おや　こ　みず あそ　　 きょうしつ

￥

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

６/１２㈬　ホール・園庭での自由遊び、育児相談。

絵本の読み聞かせ、親子体操、１０：１５～親子ヨガ。

６/２６㈬　ホール・園庭での自由遊び、育児相談。

絵本の読み聞かせ、親子体操、ペープサート。

７/１０㈬　食育講座　　

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　各１０：００～１１：３０

　　　　　　すい　　　　　　　　　　　　 えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ　　　　　 いく　じ　そう だん

   え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　 おや　こ　たい そう　　　　　　　　　　　 おや　こ

　　　　　　 すい　　　　　　　　　　　　 えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ　　　　　 いく　じ　そう だん

   え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　 おや　こ　たい そう

　　　　　　すい　 　しょくいく こう　ざ　

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　　　　　 　　もう　　　　こ　　　　ふ　よう　　　かく

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

5

６/１１㈫・２５㈫、７/９㈫ 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

※本年度は園舎の大規模改修工事を行うため、

　９月以降の開放日はありません。

　　　　　　か　　　　　 　　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

　　　ほん ねん　ど　　　 えん しゃ　　　だい　き　 ぼ　かいしゅうこう　じ　　　おこな

　　　　　 がつ　い　こう　　　かい ほう　び

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・親子体操・紙芝居・パネルシアター）。

 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　　　　　 おや　こ　たい そう　　　かみ しば　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

６/１２㈬ １０：３０～１１：００ 

日の丸保育園　遊戯室

１歳未満の未就園児とその

保護者（先着２０組）

無料　　　バスタオル持参

申し込みは６月５日㈬まで

　　　　 　すい

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　 ゆう　ぎ　しつ

　　　さい　み　まん　　　 み しゅうえん　じ

　ほ　 ご　しゃ　 せんちゃく　　　くみ

　む りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　さん

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　 か　すい

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

￥

こ　 そだ　　　　　うん　どう　かい

７/１２㈮　１０：００～１１：３０　　

堀内体育館

未就園児とその保護者

無料

申し込みは７月５日㈮

まで

　　　　　 　きん

 ほり うち たい いく かん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　む りょう

もう　　　 こ　　　　 　　　　 がつ　　　か　きん

子育て運動会

￥

危険生物大迷宮
き　　　　けん　　　せい　　　　ぶつ　　　だい　　　　めい　　　きゅう

ライオンやコブラなど、地球上には鋭いキバ

や猛毒を持った生き物が生息し、ここ萩でも

毎年のようにクマやスズメバチが目撃されて

います。これらの危険生物に加え、山口県初

公開のハイブリッド生物「レオポン」や猛獣

「ウルバリン」などをはじめとする剥製・標

本・写真１５０点以上を大公開！危険生物たち

が待つ迷宮のような展示室を探検する、夏休

みのファミリー向け展示です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちきゅうじょう　　　　するど

　　　もう どく　　　 も　　　　　　 い　　　 もの　　　せいそく　　　　　　　　　　　はぎ

 まい とし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もく げき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　けん せい ぶつ　　　くわ　　　　　 やま ぐち けん はつ

 こう かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい ぶつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうじゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はく せい　　 ひょう

ほん　　　しゃ しん　　　　　てん　い じょう　　　だい こう かい　　　　き　けん せい ぶつ

　　　ま　　　　めいきゅう　　　　　　　　　　てん　じ　しつ　　　たん けん　　　　　　　　なつ やす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　てん　じ

６/２７㈭、７/２５㈭ 

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

￥

６/１４㈮ １０：００～１２：００ 

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６月７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

子育て講座
こ　 そだ　　　　　こう　　ざ

発達教育相談研究所石橋剛

先生による講演「３歳まで

に気をつけたい関わり方」

 はっ たつきょういく そう だん けんきゅうしょ いし ばしつよし

 せんせい　　　　　　　　こう えん　　　　　 さい

　　　 き　　　　　　　　　　　　　かか　　　　　 かた

￥

６月２９日㈯～９月１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）

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）または障がい者割引適用料金

萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７

　　がつ　　　 　にち　 ど　　　　　　 がつ　　 にち　にち

かい かん　じ　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

　　　　がつ　　　にち すい　　　　　　か　きん　　　きゅうかん

 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　 　　　　 　　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

￥

特別展
とく べつ てん萩博物館へ行こう！

はぎ　 はく　ぶつ　かん　　 　　　い

Ⓒ猛獣「ウンピョウ」の剥製
　　 もうじゅう　　　　　　　　　　　　　　はくせい

６/７㈮ １０：３０～１１：３０ 

日の丸保育園　遊戯室

未就園児とその保護者　　　無料

申し込みは５月３１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　　　　　　　　　む りょう

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　　にちきん

子育て誕生会
こ　　そだ　　　　 たん　じょう かい ４・５・６月生まれの

お子さんの誕生会

　　　　　　　　　がつ　う　　　

　　　こ　　　　　　　　 たんじょうかい

￥



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。

椿西小6年
世良菜々美さん

福栄小4年
金田優衣さん

椿西小6年
小川侑希子さん

旭中3年　P・N　
仮面ライダー大好きさん

むつみ小2年
手嶋海貴さん

福栄小4年
佐伯光希さん

白水小2年
山﨑つばささん

椿東小6年
井上紗和さん

明倫小4年　P・N　
そらまふさん

佐々並小1年
まつだいらこうきさん

明倫小2年
なかむらゆあさん

むつみ小5年　P・N　
ドラゴンクエストさん

旭中2年　P・N　
トケイさん

明倫小2年
すいづおうしろうさん

明倫小1年
くぼたなつきさん

明倫小4年
桂星葵さん

椿東小6年
木村悠さん

育英小6年　P・N　
かいとうKIDさん

明倫小1年
おおふかこはるさん

旭中3年　P・N　
オオクワLOVEさん

福栄小6年　P・N　
H.Hさん

明倫小2年
かわ村ほの花さん

椿東小2年
かわむらももこさん

椿東小3年
伊藤愛梨さん

越ヶ浜小5年
末竹恵利花さん

大島小4年
濵村百優さん

育英小6年　P・N　
東方ゆっくりさん

大島小3年
長岡たいしさん

住の江保年中
中村光里さん

大井中1年　P・N　
色松♡さん

７月18日発行
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