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８月の行事予定

９月の行事予定

子ども編集スタッフのページ

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
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〒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

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

萩博物館特別展
「危険生物大迷宮」を

見に行こう！

き　　　　けん　　せい　　　ぶつ　　 だい　　　　めい　　きゅう

み い

はぎ　　　はく　　　ぶつ　　　かん　　　とく　　　べつ　　　てん
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家
庭
の
日

萩セミナーハウスほか

小学４年生～中学３年生（定員２０名）

１２,０００円　　　申し込み必要

萩セミナーハウス　☎０８３８－２１－７５０１

はぎ

しょうがく　　　ねん せい　　 ちゅうがく　　　ねん せい　　　てい いん　　　 めい

　　　　　　　　えん　　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

はぎ

￥

２泊３日のストーリーキャンプをします。今年限り

のワクワクドキドキのものがたりを体験しましょう。

　　 はく　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　とし かぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい けん

トレジャー
ハンティング
Ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ

～新たなる旅立ち～
あら　　　　　　　 たび　だ２泊３日

1回目10：00～11：00
2回目11：00～12：00

児童館　　 小学生以上（先着１４名）　　４００円

申し込み必要　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　 どう かん　　　　　　しょうがく せい　いじょう　せんちゃく　　　めい　　　　　　　 　　　　　えん

もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　　　　　じ　どう かん

色々な布で「裂き織り」という技法

を使ったオリジナルペアコースター

を作ろう！

いろ いろ　　　ぬの　　　　　　さ　　　　お　　　　　　　　　　　　　　ぎ　ほう

　　　つか

　　　つく

裂きおりで

ペアコースターを作ろう

さ

つく

￥

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

８/２３、９/２７ 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）

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　　

もう　　　 こ　　　　ふ　よう

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　

１１：００～１１：３０

わくわく子ども図書館

乳幼児とその保護者

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

無料
　む りょう

￥

無料
　む りょう

￥

明木図書館通信のイラスト描き
あきらぎ　 と　しょ かん つう しん　　　　　　　　　　　　　 か

としょかん通信をつくろう
つう　 しん

８/２１㈬ １０：３０～１１：３０

９/１１㈬ １５：３０～１６：３０

小学生

　　　　　　すい

　　　　　　すい

しょうがくせい

身近なものを使った工作遊び
　み　ぢか　　　　　　　　　　つか　　　　　こう さく あそ

工作会
こう　さく　 かい

８/７㈬・１４㈬ １０：３０～１１：３０

９/４㈬・１１㈬ １５：３０～１６：３０

小学生

　　　　 すい　 　　　　 すい

　　　　 すい　 　　　　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

￥
児童館

どなたでも　　　無料

お話しの出前ジョイントネット萩「草の芽」

☎０９０－１０１９－９６６２（有田）

　じ　どう かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

　　　はな　　　　　　で　まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　　　くさ　　　 め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あり　た

平和の絵本の読み聞かせ
へい　わ　　　　え　ほん　　　よ　　　　き

平和のお話会
へい　　わ　　　　　　　 はなし かい

10：15～11：30

￥

京場公会堂（紫福）、集合は児童館

小学生以上（先着２０名）　１,０００円（昼食代含む）

児童館　☎０８３８－２５－１０２５

きょうば　こう かい どう　　し　ぶき　　　　しゅうごう　　　 じ　どう かん

しょうがくせい　い じょう　せんちゃく　　　めい　　　　　　　　　　　えん　ちゅうしょくだいふく

　じ　どう かん

バスの旅でブルーベリー狩りとアイ

スクリーム作りを楽しもう！！　民話語りべ「木喰上

人の仏像他」や神社でアウトドアゲームもするよ。

　　　　　　　　たび　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が

　　　　　　　　　　　　 づく　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　 みん　わ　かた　　　　　　　　もく じきしょう

にん　　　ぶつ ぞう ほか　　　　　 じん じゃ

児童館がゆく！ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ

Ｈａｇｉ ブルーベリーの里で
スペシャルアイスクリーム

じ　 どう　 かん

さと

9：20～14:00

￥児童館　　 小学生以上（先着１０名）　　 ８００円

申し込み必要　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　じ　どう かん　　　　　　しょうがく せい　い じょう　せんちゃく　　　めい　　　　　　　　　　　　えん

もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　　　　 じ　どう かん

ルーターを使って表面をけずり、箱

の中に無限に広がるフシギな世界を

作り出してみよう！

　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　ひょうめん　　　　　　　　　　　　　はこ

　　　なか　　　 む　げん　　　ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　せ　かい

つく　　　 だ

不思議アートのぞき箱を作ろう
ふ　　し　　ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ばこ　　　　つく

10：00～12:00図書館
コーナー

と　　しょ　かん

１枚の紙から、いろいろなものを作るよ。

今年はイノシシやエッフェル塔などに挑戦！

　　　まい　　　かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

　こ　とし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　　　　　　ちょうせん

ペーパークラフト教室
きょう しつ

８/４㈰ １４：００～１５：００　   萩図書館２階

どなたでも（先着１０名）

はさみ持参　申し込み必要

　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　　かい

　　　　　　　　　　　　　　せんちゃく　　　めい

　　　　　　　　じ　さん　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

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。８/３１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　８/３・１０・１７・２４・３１、
９/７・１４・２１・２８ １４：３０～１５：００

わくわく子ども図書館　　　小学生以下

　まい しゅう　ど　　よう　 び

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　　しょうがく せい　い 　か

作品募集　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　　ぼ　しゅう たの

と　しょ かん　　　ほん　　　さん こう

８/１㈭～１０/２１㈪ ９：００～１７：００

萩図書館　　　どなたでも

　　　 　もく　　　　　　　　　　　げつ　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はぎ　と　しょ かん

萩図書館の本を使って作品を作ろう！全員に

参加賞あり★１１/１㈮～１８㈪に展示するよ。

はぎ　と　しょ かん　　　ほん　　　つか　　　　 さく ひん　　　つく　　　　　　ぜん いん

さん　か しょう　　　　　　　　　　　　　きん　　　　　　げつ　　 てん　じ

絵を描く楽しさ

を学ぼう

　え　　　　か　　　 たの

　　　まな夏休み絵画教室
なつ　やす　　　　かい　　が　 きょう しつ

８/２㈮・９㈮・１６㈮・２３㈮ 

１４：３０～１６：３０　　　小学生

講師：西村咲由里 氏

　　　　　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　　し

福川保年中
佐伯めいこさん
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22
家
庭
の
日

椿東小3年　金谷絢音さん

９/２２㈰ １３：３０～１６：００

（１５：３０まで受付）　　　集会室

どなたでも（定員５０個分）

１個３０円（材料代）

Ｂ７サイズ以下の描きたい絵柄

を持参

　　　　　　 にち

　　　　　　　　　　　　うけ つけ　　　　　　　　 しゅうかいしつ

　　　　　　　　　　　　　　てい　いん　　　 こ　ぶん

　　　 こ　　　　えん　　　ざいりょうだい

　　　　　　　　　　　　　い　 か 　　　　か　　　　　　　　　え　がら

　　　 じ　さん

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

￥

９/１１ 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

￥

児童館　☎０８３８－２５ー１０２５
　じ　どう かん

3

10：30～
15：00

児童館・萩わんぱーく・中央公園

どなたでも　　　無料（一部有料ブース有り）

萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０

　じ　どう かん　　　はぎ　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうおう こう えん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう　　いち　ぶ　ゆうりょう　　　　　　　　あ

はぎ　こ
思いっきり遊んで、

楽しみましょう。

おも　　　　　　　　　　 あそ　　　　　　　

たの

こどもまつり（仮称）
か　しょう

￥

萩わんぱーく
はぎ

偶数月第４日曜日 ８/２５

１３：００～１４：００　　どなたでも　　無料

ぐう　すう　 づき　だい　　　にち　よう　 び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

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

奇数月第４日曜日 ９/２８

１３：００～１４：００　　どなたでも　　無料　　　

　き　　すう　づき　だい　　　にち　よう　 び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

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

萩子どもセンター　☎０８３８－２５－７５４０
はぎ　こ

８/２４㈯ １０：３０～１５：００

小学生と保護者（先着１０組）

無料　　　申し込み必要

　　　　　　　 ど

しょうがくせい　　　　ほ　 ご　しゃ　　　せんちゃく　　　くみ

　む りょう　　　　　　 　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

￥

大人と一緒に楽しく

コリントゲーム作り♪

おと　な　　　　いっしょ　　　たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　づく

パパチャレンジ！！

遊べる木工工作
あそ　　　　　　　もっ　こう　こう　 さく

毎月第４水曜日 ８/２８、９/２５

１０：３０～１１：３０

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

まい　つき　だい　　　すい　よう　び 

　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

￥

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

８/１　おまつりごっこ

１０：３０～１１：３０　　　ウッドデッキ

９/１９　おはなし会

１０：３０～１１：３０　　　集会室

ジョイントネット萩「草の芽」

未就園児と保護者　　　無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかいしつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　くさ　　　 め

　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

￥

★子育て相談 毎月第４木曜日
８⁄２２、９⁄２６ １０：３０～１１：３０

　　　　こ　　そだ　　　　そう　だん　 まい つき だい　　もく よう　び

★子育てアドバイス
毎週水・土曜日 ９：３０～１７：００

毎週木曜日 ９：３０～１２：３０

　　　こ　　そだ

まいしゅうすい　　 ど　よう　び

まいしゅうもく　よう　び

★元気なときにかかる医者
毎月第３水曜日
８⁄２１、９⁄１８ １０：３０～１１：３０

　　　 げん　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　 しゃ

まい つき だい　　すい よう　び

★卓球教室　　毎月第２・４土曜日
１０：００～１１：３０　　　小学２年生以上

　　　たっ きゅうきょうしつ　　　まい つき だい　　　　　ど　よう　び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　しょうがく　　　ねん せい　い じょう

★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

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

読み聞かせなど
　よ　　　　き

ぴよぴよぐみ

９/４㈬ １０：３０～

幼児とその保護者

　　　　　すい

よう　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

ブラックライトシアター

「ブレーメンの音楽会♪」など
　　　　　　　　　　　　　　　　 おん がく かい

ジョイントネット萩

「草の芽」による

おはなし会

はぎ

かい

８/２３㈮ １０：００～

小学生

　　　　　　きん

しょうがくせい

絵本の読み聞かせなど。

夏休みの８月はこわ～いおはなし

　え　ほん　　　　よ　　　　き

なつ やす　　　　　　　　がつ

「草の芽」のおはなし会
くさ　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

８/２８㈬、９/２５㈬ 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

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

９/１３㈮・２７㈮ １５：３０～１６：３０

小学生　　　講師：西村咲由里 氏

　　　　　　きん　　　　　　きん

しょうがく せい　　　　　　　　こう　し　　　にし むら　さ　 ゆ　 り　　 し

おおきなまつぼっくりを

使ってフクロウを作ります。
つか　　 　　　　　　　　　　　　　　　 つく

チャレンジ★

まつぼっくりで

ふくろうを作ろう！
つく

８/７㈬ １０：００～　　　小学生

申し込みは８月６日㈫まで

　　　　　すい　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

もう　　　 こ　　　 　　　　　がつ　　　 か　 か　　　

マグネット作り
　　　　　　　　　　　　 づく

チャレンジ★
スイーツデコ

８/２７㈫ １０：００～

小学生

申し込みは

８月２４日㈯まで

　　　　　　　か

しょうがくせい

もう　　　 こ

　　　がつ　　　 　か　 ど　　　　　　　　　　

無料
　む りょう

￥

み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ たいしょうてい　れい　ぎょう　じ

定例行事（未就園児の保護者対象） てい　れい　ぎょう　じ

定例行事

￥

９／５㈭　１０：３０～１１：３０　　　体力増進室

未就園児と保護者、子育てに関心のある方

無料　　　申し込み必要

　　　　　 もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

講師：至誠館大学助教　井川貴裕先生
こう　し　　　　し　せい かん だい がく じょきょう　　　い　がわ たか ひろ せん せい

子育て応援講座

～親子でふれあい遊び～

こ　 そだ　　　　　おう　えん　こう　　ざ

おや　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそ

￥



いね　　　か　　　　　　　　 ちょう　せん

まい　　　　　しゅう　 かく

稲刈りに挑戦

「あそぼ米を収穫しよう！」
●と　き　9月7日（土）　８：３0～１４：００
●ところ　佐々並
●申し込み受付　８月３０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

R1.7.5（金）　
場所：萩博物館

　　　　　　　　　　 きん

　ば　しょ　　　はぎ はく ぶつ かん

4

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

き　　　けん　　せい　　 ぶつ　　 だい　　めい　　きゅう　　　　　　　　　 み　　　　　　　 い
はぎ　はく　ぶつ　かん　とく　べつ　てん

萩博物館特別展「危険生物大迷宮」を見に行こう！

危険生物は生きていく
ために人間をおそって
いることがわかった。

 き　けんせいぶつ　　　い

　　　　　　 にん げん

カモノハシに毒があった
のにはおどろいた。

　　　　　　　　　　　　　どく

歯がとんがっていて
かっこよかったです。

  は

こんなに危険生物が
いるなんて思わなかった。

　　　　　　　　　き　けんせいぶつ

　　　　　　　　　　　おも

ホッキョクグマは、とても
大きくてびっくりした。
おお

新しい子ども編集スタッフ
あたら へん　しゅうこ

ナイトミュージアムにしたら

おもしろいのが10倍になって
楽しかった。

ばい

たの



９/２㈪ １０：３０～１１：１０

太陽フィットネスクラブ萩

６ヶ月以上の未就園児とその保護者

（先着１５組）　　　無料

申し込みは８月２６日㈪まで

水着、キャップ、タオル持参

　　　　 げつ

たい よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ

　　　か　げつ　い じょう　　　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　　　 にち げつ

みず　ぎ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 じ　さん

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

９/１１㈬　１０：００～１１：３０

萩光塩学院幼稚園　　　未就園児

無料　　　申し込み不要

　　　　　 すい

はぎ こう えん がく いん よう　ち　えん　　　　　　　　　み しゅうえん　じ

　む りょう　　　　　 　　もう　　　　こ　　　　ふ　よう

ホール・園庭での自由遊び、親子体

操、子育て相談。１０：１５～親子ヨガ。

　　　　　　　　　　えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ　　　　　 おや　こ　たい

そう　　　 こ　そだ　　　そう だん　　　　　　　　　　　 おや　こ

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
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１６名）

５０円（材料代）

申し込みは８月２日㈮まで

汚れても良い服装で参加

　　　　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　　 めい

　　　 えん　　　ざいりょうだい　　　　　　　 　

もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　 か　きん

よご　　　　　　　　 よ　　　 ふく そう　　　さん　か

染め物あそび
そ　　　　　もの

染め物あそびと洗濯ごっこ
　そ　　　 もの　　　　　　　　　　 せん たく

￥

８/６㈫・２０㈫・２７㈫ １０：３０～１１：３０

日の丸保育園　園庭

未就園児とその保護者　　　無料

申し込み不要　水着・帽子・タオル・

お茶持参（保護者もぬれても良い服装）　

　　　　　か　　　　　　　 か　　　　　　　か

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　　　えん てい

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

 もう　　　 こ　　　　ふ　よう　　　みず　ぎ　　　 ぼう　し

　　　ちゃ　じ　さん　　　 ほ　 ご　しゃ　　　　　　　　　　　　　 よ　　　 ふく そう　　　

プールあそび 保育園のプールの開放日
　ほ　いく えん　　　　　　　　　　　　　かい ほう　び

￥

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

８/２２㈭、９/２６㈭ 

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

￥

９/６㈮  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８月３０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　　　にち きん

リズムであそぼう

リズムあそび

￥

９月１日㈰まで

９：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）

　　がつ　　 にち　にち

　にゅうかん

 

危険生物大迷宮ナイトミュージアム
き　　　　けん　　せい　　　ぶつ　　だい　　　めい　　きゅう

開催中の「危険生物大迷宮」の展示室の照明を消灯！

夜独特の雰囲気の中、懐中電灯を使って自由観覧。

かい さいちゅう　　　　　き　けんせい ぶつ だい めいきゅう　　　　　てん　じ　しつ　　 しょうめい　　　しょうとう

よる どく とく　　　ふん　い　 き　　　 なか　　　かいちゅうでん とう　　　つか　　　　　　じ　ゆう かん らん

８月１０日㈯～１２日（月・祝） 

１８：００～２１：００（入館は２０：３０まで）

　　がつ　　 　　か　　ど　　　　　　　　にち　　げつ　しゅく

　　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

 

夏の星空観望会スペシャル
なつ　　　　　　　　ほし　　　ぞら　　　かん　　　ぼう　　　かい

毎週金曜日開催の「星の会」の特別編として、この夏もっとも

輝かしく見える月・木星・土星などを５夜連続で観望します。

運が良ければ、ペルセウス座流星群もみられるかも…。

まいしゅうきん よう　び　かい さい　　　　　ほし　　　かい　　　　　 とく べつ へん　　　　　　　　　　　　　　　なつ

かがや　　　　　　　 み　　　　　　つき　　 もく せい　　　 ど　せい　　　　　　　　　　 や　れん ぞく　　　かん ぼう

うん　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ざ りゅうせいぐん

８月８日㈭～１２日（月・祝） １９：００～２１：００（入館は２０：３０まで）

萩博物館 天体観望室　　　無料

　　がつ　　　 か　 もく　　　　　　　にち　　げつ　しゅく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

はぎ はく ぶつ かん　てん たい かん ぼう しつ　　　　　　　　 むりょう

 

トワイライトミュージアム
お盆の３日間限定でトワイライトタイムまで開館時

間を延長します。夕食や万灯会などの夜間行事前、

夕方の涼しい時間にお立ち寄りください。

　　 ぼん　　　　　　か　かん げん てい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい かん　じ

かん　　　えんちょう　　　　　　　　　　 ゆうしょく　　 まん とう　え　　　　　　　　　や　かんぎょう じ　まえ

ゆう がた　　　すず　　　　　　じ　かん　　　　　　た　　　　よ

８月１３日㈫～１５日㈭　～１９：００（入館は１８：３０まで）
　　がつ　　 　　にち　 か　　　　　　　　にち　もく　　　　　　　　　　　　　にゅうかん

 

特別展
とく べつ てん

９/１３㈮ 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９月６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　　　 か　きん

子育て誕生会
こ　　そだ　　　　 たん　じょう かい

７・８・９月生まれの

お子さんの誕生会

　　　　　　　　　がつ　う　　　

　　　こ　　　　　　　　 たんじょうかい

￥

萩
博
物
館
へ
行
こ
う
！

は
ぎ
　
は
く
　
ぶ
つ
　
か
ん
　
　
　
　
い

￥

5

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、未就学児無料

（　）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

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　　　み しゅうがく　じ　 む りょう　　　　

　　　　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

￥



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3年
亀野智丈さん

大島小3年
はまむらこのかさん

育英小6年　P・N　
ちゃお大好きさん

椿西小2年
ふるやみつきさん

明倫小4年
金子くるみさん

越ヶ浜中3年　P・N　
ボルボックスさん

明倫小1年
たちのしょうたさん

田万川中2年　P・N　
怪盗キッド大好きさん

明倫小4年
角屋稟さん

椿東小6年　P・N　
チコちゃんさん

椿東小2年
吉浦成さん

大島小4年
とねはるかさん

明木小3年
にしむらゆかさん

多磨小1年
はだあゆみさん

明倫小4年
秋月まなさん

小川小4年　P・N　
いーすとけんさん

椿東保年長
おおさきこはるさん

椿西小4年
こいけこたろうさん

椿東小2年
しまざきふみねさん

明倫小2年
後とうこまちさん

明木小4年
齊藤朱璃さん

白水小6年　P・N　
ゆきやすさん

明倫小2年
なかむらゆあさん

明倫小2年
水田ほなみさん

椿東小5年
田村律さん

越ヶ浜小4年
土井和奏さん

白水小5年
落志健介さん

大島小6年
長岡省吾さん

椿東小6年　P・N　
BTS.キッドファンさん

椿
東
小
4
年

か
わ
の
ゆ
あ
さ
ん

9月25日発行
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