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表紙イラスト　明木小4年　こうざきそうすけさん

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。

★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

牛乳パックで
作ってみよう！
つく

ぎゅう　　にゅう
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家
庭
の
日

６/１０㈬、７/８㈬ 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

　　　　　　すい　　　　　　　すい  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

６/１８㈭ １０：３０～１１：３０

未就園児と保護者

無料　　　雨天中止

　　　　　　もく　　

　み しゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ

　む りょう　　　　　　　　う　てんちゅう し 

ダンボールを使って、いろ

いろなあそびを体験する。

　　　　　　　　　　　　　　　つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい けん

ピヨピヨ

￥

　　　　　　　★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

￥

６/１４㈰ 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

　　　　　 　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥

６/２８㈰、７/２６㈰

１３：３０～１５：００

交流ラウンジ

どなたでも　　　無料

指導者・コミュレクション

　　　　　　　にち　　　　　　　　にち

こうりゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

￥

★子育て相談　　　６⁄２５㈭、７⁄２３㈭ １０：３０～１１：３０
　　　　こ　　そだ　　　　そう　だん 　　　　　　　　　　　　もく　　　　　　　　もく

★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

★元気なときにかかる医者
　　６⁄１７㈬、７⁄１５㈬ １０：３０～１１：３０

　　　 げん　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　しゃ

　　　　　　　　　すい 　　　　　 　　すい

「幼児期の

 体験活動の大切さ」

　よう　　じ　　き

　たい　けん　かつ　どう　　　　 たい　 せつ

６/４㈭　１１：００～１１：３０　　　集会室

未就園児と保護者　　　無料

講師：十種ヶ峰青少年自然の家所長

末廣　栄先生　申し込み必要　

　　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかいしつ　

　みしゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　　　 　　む りょう

こう　し　　　　と　くさ　が　みね せいしょうねん　し　ぜん　　　いえ しょちょう

すえ ひろ　　 さかえせん せい　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

子育て

応援講座

こ　 そだ

おう　えん　こう　　ざ

￥

「子どもの生きる

　　　力は無限大」

こ　　　　　　　　　　　　い

ちから　　　　 む　 げん　 だい

７/２㈭　１０：３０～１１：３０　　　集会室

未就園児と保護者　　　無料

講師：西佐波保育園園長

渡辺二美子先生　申し込み必要　

　　　　 もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅうかいしつ　

　みしゅうえん　じ　　　　ほ　 ご　しゃ　　　　 　　　　む りょう

こう　し　　　にし　さ　 ば　 ほ　いく えん えんちょう

わた なべ　ふ　 み　 こ　せん せい　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

子育て

応援講座

こ　 そだ

おう　えん　こう　　ざ

￥

７/１６㈭ ９：３０～１３：００　　　京場（紫福）

未就園児とその保護者、幼児参加もＯＫ（１０組程度）

１,０００円　　　申し込み必要

　　　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう ば　　　　しぶき

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　　よう　じ　さん　か　　　　　　　　　　　くみ てい　ど

　　　　　　 えん 　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

ブルーベリー摘みを楽しみましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　たの

ピヨピヨでおでかけ

￥

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

てい　　れい 　ぎょう　　じ

定例行事

明倫小6年　P・N
は～めんどいんだけどさん

６/１３㈯ １０：００～１３：００　　　児童館集会室

幼児（３歳以上）とその保護者（１０組限定）

５００円　　　申し込み必要

　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　どう かんしゅうかい しつ

 よう　じ　　　 さい　い じょう　　　  　　　　　　ほ　ご　しゃ　　　　　　くみ げんてい　

　　　　 えん　　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

￥
季節のいろいろな野菜を使ってステキなアレンジ料理を作る。
　き　せつ　　　　　　　　　　　　　　　　や　さい　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょう り　　　 つく

講師：管理栄養士　野村京子先生
 こう　し　　　 かん　り　えい よう　 し　　　　の　むらきょう こ　せん せい

おやこクッキング「野菜を食べよう！」
や　　さい　　　　　た

７/２７㈪ ８：２０～１６：３０（バスで移動）

弥富周辺　　　小学生以上

１，２００円程度（昼食代含む）　　

講師：草野隆司さん　申し込み必要

　　　　　 　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　どう

　や　どみしゅうへん　　　　　　　 しょうがく せい　い じょう

　　　　　　　えん てい　ど　　　ちゅうしょくだいふく

 こう　し　　　  くさ　の　たか　し　　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

工作体験、お蕎麦の昼食、午後から

畳ヶ淵に移動し巨木見学。

こう さく たい けん　　　　　　そ　 ば　　　ちゅうしょく　　 ご　 ご

たたみ が　ぶち　　　　い　どう　　　きょぼく　けん がく

児童館が行く！ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＨＡＧＩ

～須佐の巨木探訪と蕎麦の旅～

龍が通った道をたどろう！

じ　どう かん　　　 ゆ

す　さ　　　 きょぼく たん ぼう　　　 そ　 ば　　　 たび

りゅう　　　　とお　　　　　　　 みち

￥

※新型コロナウィルスの影響によっては、中止になる可能性があります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　 ちゅうし　　　　　　　か のうせい

萩ものしりクイズ
はぎ

問題
もん  だい

２
地質や地形から地球の歴史やそこにある自然、人
との関わりを知ることができる自然公園を何と言
うでしょう？

  ち　しつ　　　 ち　けい　　　　　　ち きゅう　　  れき　し　　　　　　　　　　　　　　　　 し   ぜん　　　ひと

　　 　　  かか　 　　　　　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ぜん こう  えん　　　なん　 　　 い

① 世界自然遺産　② ジオパーク　③ エコパーク
　　　　せ　かい　し　ぜん　い　さん

問題
もん  だい

１
６月に玉江浦厳島神社大祭の奉納行事として
行われる船競漕はなんと呼ばれるでしょう？

　　 がつ　　　たま　え　うらいつくしま じん じゃ たい さい　　　ほう のうぎょう じ

おこな　　　　　　　 ふなきょうそう　　　　　　　　　　　よ

① 御備の行列　② 御船　③ おしくらごう
　　　　お そなえ　　ぎょうれつ　　　　　　　お　ふね
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問題
もん  だい

４
2011（平成23）年に萩市では４番目となる重要伝統的
建造物群保存地区に選定され、江戸時代には萩往還の
宿場町であった地区はどこでしょう。

　　　　　　　  へい  せい　　　　　ねん　　　はぎ　し　　　　　　　　 ばん　 め　　　　　　　　じゅうよう でん  とう てき

 けん  ぞう ぶつ ぐん　 ほ　ぞん　ち　 く　　　  せんてい　　　　　　　　　え　 ど　 じ　だい　　　　　 はぎ　おう かん

しゅく  ば  まち　　　　　　　　　　　ち　 く

① 平安古地区　② 浜崎地区　③ 佐々並市地区
　　　　ひ　  や　 こ　  ち　 く　　　　　　　はま さき　ち　  く　　　　　　　 さ　 さ　なみ いち　 ち　 く

問題
もん  だい

３
吉田松陰が好んで使った「国内外の事情をしっ
かり探り調べて情報を収集すること」という
意味の四字熟語はどれでしょう？

よし　だ　しょういん　　　この　　　　　つか　　　　　　 こく ない がい　　　 じ じょう

　　　　　さぐ　　　しら　　　　　じょうほう　　 しゅうしゅう

　い　　み　　　 よ　 じ  じゅく ご

① 飛耳長目　② 草莽崛起　③ 士規七則
　　　　ひ　  じ ちょうもく　　　　　　 そう もう   くっ　き　　　　　　　し　  き　しち そく

3

☎０８３８７－６－５５００
須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

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２水曜日 ６/１０、７/８ １６：００～１６：３０　　　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　　　すい　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

￥

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

７/１１㈯ １４：００～１５：００　　　萩図書館　　　無料　　　先着２０名
　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　　 　　　　　む りょう　　　　　　　せんちゃく　　　めい

￥

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

７/２６㈰ １０：００～１１：３０　　　萩図書館

小学生以上どなたでも　　　無料

　　　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

６/２７㈯ １４：００～１４：３０

わくわく子ども図書館　　　無料

共催：萩市男女共同参画推進室

　　　 　　 　ど　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　　　む りょう

きょうさい　　　はぎ　し　だん じょきょうどう さん かく すい しん しつ

￥

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

おとうさんとおじいちゃんの読み聞かせ
よ　　　　　 き

６/２４㈬ １３：１０～１３：４０

育英小学校 育英ホール　　　どなたでも　　　無料　　

　　　　　　すい

いく えいしょうがっこう　いく えい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 む りょう

おとうさんたちが子どもに絵本を読む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　え　ほん　　　 よ

￥

チャレンジ★科学てじな教室
か　 がく　　　　　　　　　　 きょう　しつ

７/３１㈮ １０：００～　　　須佐図書館

小学生　　　無料　　

　　　　　　きん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　 さ　 と　しょ かん

しょうがく せい　　　　　　　　む りょう

科学てじなを一緒にまなぼう！
　か　がく　　　　　　　　　　　いっ しょ

￥

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 ６/６・１３・２０、７/４・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

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 ６/１・５・８・１２・１５・１９・２２・２６・２９、

７/３・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

￥ ￥

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４

明倫小3年　藤林瑠泉さん

おはなし会と工作など
　　　　　　　　　　かい　　　こう さく

おはなし・あそびの会
かい

第２水曜日 ６/１０、７/８ １５：３０～１６：３０　　　小学生
だい　　 すい　よう　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがくせい

絵本の読みきかせや手遊

びなど

　え　ほん　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　て　あそ

ちっちゃな

おはなし会
かい

毎週金曜日 

１０：３０～１１：００

乳幼児とその保護者

  まい しゅうきん　よう　び

にゅうよう　じ　　　　　　　　　ほ　ご　しゃ

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

６/１２㈮、２６㈮、７/１０㈮

１５：３０～１６：３０

小学生　　　無料

講師：西村咲由里さん

　　　　　　きん　　　　　　きん　　　　　　　　きん

しょうがく せい　　　　　　　　 む りょう

こう　し　　　 にし むら　さ　 ゆ　 り

￥

絵本の読み聞かせ・工作
　え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　 こう さく

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

第４水曜日 ６/２４、７/２２ １５：３０～１６：３０

小学生　　　無料

演者：ジョイントネット萩「草の芽」

だい　　 すい　よう　 び

しょうがく せい　　　　　　　　む りょう

えん じゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　くさ　　　 め

￥

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４



●と　き　6月27日（土）　10：00～12:00
●ところ　萩セミナーハウス
●申し込み受付　６月１０日（水）まで
　　　　　　　　萩市教育委員会文化・生涯学習課　☎0838－25－3590まで

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ

　　　 もう　　　　 こ　　　　 うけ　つけ　　　　　　がつ　 　　　　 か　　　すい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

15cm
10cm

4

牛乳パックで作ってみよう！
ぎゅう にゅう つく

牛乳パックで作ってみよう！
★牛乳パックごま

ぎゅうにゅう

ぎゅう にゅう つく

次回予告
じ　　　　かい　　

　　よ　　　　こく

必要な材料：牛乳パック、ペットボトルのふた
ひつよう　　　ざいりょう　 ぎゅうにゅう

★牛乳パック手裏剣
ぎゅうにゅう　　　　　　　　しゅ　 り　けん

底を残して４枚に
開きます。

そこ　　　のこ　　　　　　　 まい

ひら

３cm幅の筒状
のものを４枚
用意します。

　　　　　はば　　 つつじょう

　　　　　　　　　　　　まい

よう　い

順番に通して
いきます。

じゅんばん　　　とお

最後に四方向
に引っぱって
完成。

さい　ご　　　 よんほう こう

　　　ひ

かんせい

長さをそろえて
羽を作ります。

なが

はね　　　つく

手裏剣に使った余りの牛乳パッ
クの底に、ペットボトルのふた
を表と裏につけてコマにするこ
ともできます。

しゅ　り　けん　　　つか　　　　　あま　　　　　ぎゅうにゅう

　　　　　そこ

　　おもて　　 うら

牛乳パックごま
ぎゅうにゅう

牛乳パック手裏剣
ぎゅうにゅう　　　　　　　しゅ　り　けん

羽の長さや形は自分
で変えてもいいよ。

はね　　　なが　　　　　かたち　　　じ　ぶん

　　　か
ペットボトルのふた
を底の表と裏にテー
プで止めます。

　　　そこ　　おもて　　うら

　　　　　　と

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

※新型コロナウイルスの影響によっては、中止となります。
しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　えいきょう　　　　　　　　　　　 ちゅうし

今回は子ども編集スタッフの
ページはお休みします。

 こん かい　　　 こ　　　　　　へんしゅう

　　　　　　　　　　　　　やすお家で遊ぼう
うち あそ



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

７/１㈬ 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

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

認定こども園萩幼稚園のひよこぐみ（未就

園児開放日）は９月から開催予定です。

 にん てい　　　　　　　　えん はぎ よう　ち　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み しゅう

えん　じ　かい ほう　び　　　　　　　　 がつ　　　　　 かい さい　よ　てい

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

４・５・６月生まれの

未就園児とその保護者

無料

申し込みは６月５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

誕生会
たんじょうかい

￥

６/１９㈮ １０：００～１２：００ 

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６月１２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

子育て講演会
こ　 そだ　　　　　こう　えん　かい

発達・教育相談研究所

石橋剛先生による講演

 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

￥

世界遺産を守った夏みかん
せ　　　 かい　　　 い　　　さん　　　　　　　 まも　　　　　　　　　　　　なつ

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つである萩城下町に

は、長州藩の重臣達が住んだ武家屋敷地が含まれています。その武家屋敷地で

は、屋敷の地割や町の形が江戸時代のまま保たれています。武家屋敷地を大き

な改変から守った萩特産の夏みかんのひみつに迫ります。

　せ　かい ぶん　か　 い　さん　　　めい　じ　 に　ほん　　　さんぎょうかく めい　い　さん　　　　　 こう せい　し　さん　　　ひつ　　　　　　　　　　はぎじょう か　まち

　　　　　ちょうしゅうはん　　じゅうしんたち　　　す　　　　　　   ぶ　 け　 や　しき　ち　　　 ふく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぶ　 け　  や　しき　ち

　　　　　　や　しき　　　 じ　わり　　　まち　　 かたち　　　え　 ど　 じ　だい　　　　　　　   たも　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　 け　  や　しき　ち　　　 おお

　　　かい へん　　　　　 まも　　　 　　 はぎ とく さん　　　なつ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　せま

６/２２㈪～２６㈮ （７月は未定） 

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　　　時間指定で要予約

　　　　　　げつ　　 　　　 　きん　　　　　がつ　　　み　てい

　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　　　　　　　　じ　かん　し　てい　　　よう　よ　やく

どんぐりのせいくらべ 発育測定
 はつ いく そく てい

￥

世界遺産登録５周年記念企画展
　せ　かい　い　さん とう ろく　　しゅうねん　き　ねん　き　かく てん

萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　ぶつ　かん　　　　　い

5

６月９日㈫まで　　　萩博物館　　　どなたでも

大人５２０円、高校・大学生３１０円、小・中学生１００円

　　がつ　　　か　　か　　　　　　　　　　　　　　　  はぎ はく ぶつ かん

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

￥

ホール・園庭での自由遊び

親子体操、子育て相談

　　　　　　　　　　えん てい　　　　　　じ　ゆう あそ

おや　こ　たい そう　　　 こ　そだ　　　そう だん

萩わんぱーく
はぎ

６/２８㈰ １３：００～１４：００

どなたでも　　　無料

　　　　　　にち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

ベーゴマ優勝は誰の手に！？
　　　　　　　　 　　ゆうしょう　 　だれ　　　 て

ベーゴマ大会
たい　かい

７/２６㈰ １３：００～１４：００

どなたでも　　　無料

　　　　　   にち　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むりょう

￥

釘さし優勝は誰の手に！？
くぎ　　　　　 ゆうしょう 　　だれ　　　 て

くぎさし大会
たい　かい

萩子どもセンター
☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　こ

毎週水・土・日曜日

４月～９月　１０：００～１７：００　　どなたでも

無料　　　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

　む りょう　　　　　　　　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！！
６/２４㈬、７/２２㈬ 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

　　　　　　すい　　　　　　　　 すい

　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

萩博物館　☎０８３８－２５－６４４７
はぎ はく ぶつ かん

開館時間
９：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）

かい かん　じ　かん

にゅうかん

萩市まちじゅう博物館推進課　☎０８３８－２５－３２９０
 はぎ　し　　　　　　　　　　　　　 はく ぶつ かん すい しん　か

答えは６ページにあるよ!!
こた

問題
もん  だい

6
大地は長い年月をかけて少しずつ移動しています。今か
ら１億年ぐらい前、萩はどのあたりにあったでしょう？

だい　ち　　　  なが　　　ねん  げつ　　　　　　　　　　すこ　　　　　　　　  い   どう　　　　　　　　　　　　　　　 いま

　　　　　 おく  ねん　　　　　　　  まえ　　　はぎ

① 京都のあたり（今より東）
② 四国のあたり（今より南）
③ 朝鮮半島のあたり（今より北）

　　　きょう  と　　　　　　　　　　　　　 いま　　　　　ひがし

　　　　し　こく　　　　　　　　　　　　　いま　　　　　みなみ

　　　ちょうせん  はん  とう　　　　　　　　　　　　  いま　　　　　 きた

問題
もん  だい

5
13代藩主　毛利敬親に信頼されて、村田清風
が行った財政の再建や人材の登用、軍備の充
実などの改革はどれでしょう？

　　　 だい はん  しゅ　　 もう　り　たか ちか　　　しん  らい　　　　　　　　　　 むら　た　せい  ふう

　　 おこな　　　　　ざい せい　　　さい  けん　　　じん ざい　　　とう  よう　　　ぐん　び　　　じゅう

 じつ　　　　　　　　かい かく

① 宝暦の改革　② 安政の改革　③ 天保の改革
　　　  ほう れき　　　かい  かく　　　　　　あん  せい　　　かい  かく　　　　　　 てん  ぽう　　  かい  かく



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

５ページの答え　問題１　③　問題２　②　問題３　①　問題４　③　問題５　③　問題６　③
こた　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい

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

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。

川上小2年
ことうなつなさん

明倫小2年　P・N　
ドラゴンビームさん

椿東小1年
うちだなみさん

越ヶ浜中3年　P・N　
PEANUTS♪さん

住の江保年長
廣中蒼羽さん

川上小6年　P・N　
のび太さん

明倫小5年
吉井八重さん

明倫小5年
阿部笑里さん

明倫小1年　P・N　
ヨッシー大好きさん

椿東小3年
よしうらなりとさん

むつみ小4年　P・N　
バルフレイナイトさん

椿東小6年
吉浦泰さん

萩東中2年
石川光騎さん

椿東小4年
佐々木望佑さん

川上小4年　
溝部里菜さん

三見小6年　P・N　
すとぷりNo.1さん

椿東小6年　P・N　
RITSUさん

明倫小2年
いわたけこうすけさん

椿東小5年　P・N　
ソースのおかめさん

須佐中2年　P・N　
Mチキさん

椿東小5年　P・N　
K・Aさん

萩東中3年
濱﨑そらさん

福栄小6年
金子瑠那さん

川上小4年
厚東隼翔さん

明倫小2年
中村はるひさん

明倫小3年
くぼそうたさん

椿東小1年
かわむらまなさん

椿東小1年
おおさきこはるさん

大井小6年
臺野結菜さん

明倫小1年
すいづういとさん

7月21日発行
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