
も　く　じ

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
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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

自然を感じよう！
～ネイチャーゲーム～

し　　　ぜん　　　　　　　　かん
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☎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

８/１２㈬、９/９㈬ 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）　　　申し込み不要

　　　　　　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　　　　　　　　 　　 もう　　　 こ　　　　ふ　よう

お気に入りの絵本の表紙でお絵

かきボードを作ってみよう。読

み聞かせもあるよ。

　　　き　　　　い　　　　　　 え　ほん　　　ひょうし　　　　　　 え

　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　　よ

　　　き

子どもの読書関連行事

絵本の表紙でお絵かきボードをつくろう

こ　　　　　　　　どく しょ かん れんぎょう じ

え　　ほん　　　　ひょう　し　　　　　　　　　え

８/８㈯ １４：００～１５：００　

わくわく子ども図書館

小学生（当日先着１０名）

　　　　　ど

　　　　　　　　　　　こ　　　　　 　と　しょ かん

しょうがく せい　　　とう じつせんちゃく　　　めい

手嶋校長先生の夏の特別授業

「ＡＦＰＹでかかわろう
　つながろう　ひろげよう」

て　しま こうちょうせん せい　　　なつ　　　とく べつじゅぎょう

８/５㈬ １０：００～１１：００

先着１５名程度　申し込み必要

　　　　　すい

せんちゃく　　 めい てい　ど　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

ＡＦＰＹを体験してみよう。

ＡＦＰＹは、子どもたちの豊かな

人間関係を育む手法の一つとして、

山口県内の学校教育や社会教育で

取り組まれています。

　　　　　　　　　　　　　たい けん

　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　 ゆた

にん げん かん けい　　 はぐく　　 しゅ ほう　　　ひと

やま ぐち けん ない　　　がっ こうきょういく　　　しゃ かいきょういく

　と　　　　く

１枚の紙から、いろいろなものを作るよ。

今年は、ねずみや動物に挑戦！

　　　まい　　　かみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

　こ　とし　　　　　　　　　　　　　　　 どう ぶつ　　 ちょうせん

ペーパークラフト教室
きょう　しつ

８/２㈰ １４：００～１５：００　　　萩図書館２階

小学生（先着１０名）

持参品：はさみ　申し込み必要

　　　　　にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　と　しょ かん　　　かい

しょうがく せい　　せんちゃく　　　めい

　じ　さん ひん　 　　　　　　　　　　　 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。８/２９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（８/１５㈯を除く）　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　　　　　　　　ど　　　のぞ

　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい　い 　か

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－２５－６３５５

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４

防災の基礎知識と備えについて
ぼう さい　　　 き　 そ　 ち　しき　　　そな

地域防災マネージャー

福井先生の防災をまなぼう！

～簡単な防災グッズも作ろう～

ち　　いき　ぼう　さい

ふく　　い　 せん　せい　　　　 ぼう　さい

かん　たん　　　　 ぼう　 さい　　　　　　　　　　　　　　つく
８/２０㈭ １０：００～～１１：００

先着１５名程度　申し込み必要

　　　　　　　もく

せんちゃく　　 めい てい　ど　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう　

棒アイスのクランチチョコ

アイスのマグネットを作ろう。

ぼう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく

チャレンジ★

マグネットアイスを作ろう

～クランチチョコアイス編～

つく

へん

８/６㈭ １０：００～～１１：００

先着１５名程度　申し込み必要

　　　　　もく

せんちゃく　　 めい てい　ど　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう　

絵の描き方をアドバイス
　え　　　　か　　　 かた

夏休み絵画教室
なつ　やす　　　　かい　　が　 きょう しつ

８/５㈬・１２㈬・１９㈬　１４：００～１６：００

小・中学生（定員８名）　　無料

講師：西村咲由里さん

持参品：絵を描く用紙・道具　申し込み必要

　　　　　すい　　　　　 すい　　　　　 すい

しょう　　ちゅうがく せい　　　てい いん　　　めい　　　　　　　　　む りょう

こう　し　　　 にし むら　さ　 ゆ　 り

　じ　さん ひん　　　 え　　　　か　　　 よう　し　　　 どう　ぐ　　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

￥

小学生　　　無料
しょうがく せい　　　　　　　　 む りょう

￥

無料
　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　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

「ものづくりを楽しもう～図書館の本を参考にして～」作品募集！
たの　　　　　　　　　　　　　　 と　　しょ　 かん　　　　ほん　　　　 さん　こう　　　　　　　　　　　　　　　　さく　ひん　　ぼ　 しゅう

８/１㈯～１０/２１㈬ ９：００～１７：００　　　萩図書館　　　どなたでも

作品は１m×１m以内でお願いします。

　　　 　 ど　　　　　　　　　　　　すい　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん

さく ひん　　　　　　　　　　　　　　 い　ない　　　　　 ねが

萩図書館の本を参考にして作品を作ろう！手芸、折り紙、粘土細工など、みんなの

力作を待っているよ！全員に参加賞あり★萩図書館２階で、１１/１㈰～１９㈭に展示するよ。

はぎ　と　しょ かん　　　ほん　　　さん こう　　　　　　　　さく ひん　　　つく　　　　　　　　しゅ げい　　　 お　　　 がみ　　　ねん　ど　ざい　く

りき さく　　　 ま　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん いん　　　さん　か しょう　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　かい　　　　　　　　にち　　　　　もく　　 てん　じ

どこでもせんぷうきを作ろう
つく

夏休み工作会
なつ　やす　　　　こう　 さく　かい

８/１㈯　１回目　１０：００～１１：３０

　　　　２回目　１４：００～１５：３０

小学生（定員各回８名）　　申し込み必要

　　　　　ど　　　　　　 かい　め

　　　　　　　　　　　　かい　め

しょうがく せい　　　てい いん かく かい　　　めい　　　　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

明
倫
小
6
年
　
P
・
N

sho-com
i

さ
ん

※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
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第２水曜日 ８/１２、９/９ 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

児童館コーナー
じ　　どう　 かん

「おまつりごっこ」

みんなで楽しくおまつり気分を楽しむ

８/６　１０：３０～１１：３０（雨天時は館内）

ウッドデッキ

「おはなし会」絵本の読み聞かせと未就園

　　　　　　　児におすすめの絵本の紹介

９/１７　１０：３０～１１：３０　

創作活動多目的室　

ジョイントネット萩「草の芽」

未就園児と保護者　　　無料

　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　　　　　き　ぶん　　　たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　てん　じ　　　かん ない

　　　　　　　　　　　かい　　　　 え　ほん　　　 よ　　　　き　　　　　　　　　み しゅうえん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　 え　ほん　　 しょうかい

そう さく かつ どう　た　もく てき 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（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
　　８⁄２８、９⁄１１・２５ 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
　　８⁄２２、９⁄２６ 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

￥

★めざせゲームマスター　　毎月第４日曜日
　　８⁄２３、９⁄２７ １３：３０～１６：００　　　どなたでも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　まい つき だい　　にち よう　び

８/３０㈰・９/２１（月・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

　　　　　　 にち　　　　　　　　　　げつ　　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

￥

★子育て相談　  第４木曜日 ８⁄２７、９⁄２４ １０：３０～１１：３０
　　　　こ　　そだ　　　　そう　だん 　　　　　だい　　もく　よう　び

★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
　　第３水曜日 ８⁄１９、９⁄１６ １０：３０～１１：３０

　　　 げん　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　しゃ

　　　　だい　　すい よう　び

９/３㈭　１０：３０～１１：３０　　　体力増進室　　　未就園児と保護者

無料　　　講師：至誠館大学 助教　井川貴裕先生

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

　む りょう　　　　　　　 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

もう　　　 こ　　　 ひつ よう

「親子でふれあい遊び」

おやこで楽しく身体を動かして遊ぶ

　　おや　　こ　　　　　　　　　　　　　　 　　 あそ

　　　　　　　　　　たの　　　　　　からだ　　　　うご　　　　　　　　あそ子育て応援講座
こ　　そだ　　　　　おう　えん　こう　　ざ

￥

８/５㈬ １０：３０～１２：００

集会室

小学生（定員３０名）

７００円　　申し込み必要

講師：みやびランド

藤嶋みやび先生

　　　　　すい

しゅうかい しつ

しょうがくせい　　　てい いん　　　 めい

　　　　　えん　　　　　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

こう　し

ふじ しま　　　　　　　　せん せい

消しゴムハンコを使って１０cm

大のオリジナル時計をつくる。

　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか

だい　　　　　　　　　　　　　　　　と　けい

夏休み工作教室
なつ　 やす　　　　こう　さく　きょう しつ

￥

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

８/３㈪ ８：００～１６：５０（バスで移動）

弥富周辺　　　小学生以上（保護者参加可）

１，２００円（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　　ほ　 ご　しゃ さん　か　 か

　　　　　　　えん 　　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

巨木めぐり、お蕎麦の昼食、

午後から木工工作、ジオパーク探検

きょ ぼく　　　　　　　　　　　　　 そ　 ば　　　ちゅうしょく

　ご　 ご　　　　　　もっ こう こう さく　　　　　　　　　　　　　　　　たん けん

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

￥

3

￥

萩セミナーハウス、佐々並地区

どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

ひとり１,０００円（昼食代別）

募集人数２０名（先着順）

萩セミナーハウス　☎０８３８－２１－７５０１

はぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 さ　なみ　ち　 く

　　　　　　　　　　　　　　　しょうがく せい　い　 か　　　　ほ　 ご　しゃ どう はん

　　　　　　　　　　　　 　 えん　　ちゅうしょくだいべつ

　ぼ しゅうにん ずう　　　 めい　　せんちゃくじゅん

はぎ

ウォーキングをしながら佐々並の街

並みと秋の景色を楽しみましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 さ　なみ　　　まち

　な　　　　　　あき　　　け　しき　　　たの

26（土）
9：00～15：30

Ｌｅｔ’ｓ ウォーキング秋
～なつかしいぬくもりに出会う街、

佐々並を歩く～

あき

で　 あ　　　 まち

さ　さ　なみ　　　ある

￥

児童館集会室

幼児（３歳以上）とその保護者（１０組限定）

５００円　　  講師：管理栄養士　野村京子先生

申し込み必要　　　児童館　☎０８３８－２５－１０２５

　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　　　　　　　こう　し　　　 かん　り　えい よう　し　　　　の　むらきょう こ　せん せい

もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　　　　 じ　どう かん

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

28（月）
16：00～19：00

おやこクッキング

「野菜を食べよう！」

カボチャ・トマト編

や　 さい　　　　　た

へん

小川小6年　山本結花さん



カプラであそぼう！
●と　き　8月29日（土） 10：00～12:00
●ところ　萩市総合福祉センター1階
　　　　　多目的ホール
●申し込み受付　8月17日（月）まで

　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　 し　 そう　ごう　ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　かい

　　　　　　　　　　　　　　　　た　 もく　てき

　　　 もう　　　　 こ　　　　 うけ　つけ　　　　　　がつ　 　　　　 にち　　げつ

がつ　 　　　　　　　 にち　 　 ど

4

R2.6.27（土）　場所：萩セミナーハウス
　　　　　　　　　　　　　ど　　　　 　ば　しょ　　　はぎ

自然を感じよう！
〜ネイチャーゲーム〜

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

《音いくつ》
　おと

耳を澄ませて、聞こえてくる
音をじっくり聞きとります。

みみ　　　す　　　　　　　　　　き

おと　　　　　　　　　　　 き 《カモフラージュ》
決められたコースにめだたないように
置かれた人工物を探します。

き

お　　　　　　　じん こうぶつ　　さが

し　　 ぜん　　　　　 かん

《フィールドビンゴ》
木の実や花など自然の
宝物を探すビンゴゲーム

き　　　 み　　　はな　　　　　し　ぜん

たからもの　　さが 《ノーズ》
ある生き物をリーダーの
ヒントから推測し鼻に指
をあてて合図をします

　　　　　い　　　もの

　　　　 　　　　　　 すい そく　　はな　　 ゆび

　　　　　　　　　あい　ず

《動物紳士録》
　どう ぶつ しん　し　ろく

リーダーが演じる動物を
当てるゲーム

　　　　　　　　　　　えん　　　　 どうぶつ

あ

※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

教えてくださった
萩セミナーハウスのみなさん

おし

はぎ

れいちぇる かつら

がんこちゃん いずみん

新
し
い
子
ど
も

編
集
ス
タ
ッ
フ

あ
た
ら

こ

へ
ん　

し
ゅ
う

場所によっては聞こえる音が
違ったり、普段感じない自然
の「音」が聞けた。

ば　しょ　　　　　　　　　　　 き　　　　　　　おと

ちが　　　　　　　　　 ふ　だんかん　　　　　　　し　ぜん

　　　　 おと　　　　　き

たまには自然を楽しんでみて、
すごく楽しいよ！！

　　　　　　　　　し　ぜん　　たの　　　　　　　

　　　　　　　たの

なかなか見つから
ないなぁ。

　　　　　　　　　み

顔の形を見つけるのが難しかった。
かお　 かたち　　み　　　　　　　　　　 むず



萩ものしりクイズ
はぎ

問題
もん  だい

２
延長が8.2kmあり、山口県で２番目に長い川はどれ
でしょう？

えんちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　やま ぐち けん　　　　　ばん　め　　　　なが　　　かわ

① 阿武川　② 大井川　③ 田万川
　　　　あ　 ぶ　がわ　　　　　　おお　い　がわ　　　　　　　た　 ま　がわ

問題
もん  だい

１
幕末の頃、長州砲（長州藩の大砲）を造っていた場所
はどこでしょう？

ばく まつ　　　ころ　　 ちょうしゅうほう　ちょうしゅうはん　　たい ほう　　　　 つく　　　　　　　　　　　ば　しょ

① 郡司鋳造所　② 萩反射炉　③ 恵美須ヶ鼻造船所
　　　 ぐん　じ ちゅうぞう しょ　　　　　　はぎ はん しゃ　ろ　　　　　　　 え　 び　 す　 が　はな ぞう せん しょ

問題
もん  だい

4
松下村塾の塾生で、吉田松陰の肖像を描いたのは誰
でしょう？

しょう か　そんじゅく　　じゅくせい　　　　　よし　だ　しょういん　　 しょうぞう　　　か　　　　　　　　　　　だれ

① 松浦松洞　② 小野為八　③ 品川弥二郎
　　　 まつ うら しょうどう　　　　　　 お　 の　ため はち　　　　　　 しな がわ　や　 じ　ろう

問題
もん  だい

3
北長門海岸国定公園に属し、ライオン岩や通ヶ鼻に
代表される奇岩絶景の宝庫と呼ばれる相島の代表的
な農産物で、山口県で生産額がトップクラスのもの
はどれでしょう？

きた なが　と　かい がん こく てい こう えん　　　ぞく　　　　　　　　　　　　　　　 いわ　　 とおりが　はな

だいひょう　　　　　　　　き　がん ぜっ けい　　　ほう　こ　　　　よ　　　　　　　　 あい しま　　　だいひょうてき

　　　のう さん ぶつ　　　　　 やま ぐち けん　　　せい さん がく

① スイカ　② さつまいも　③ ブロッコリー

８/４㈫  １０：３０～１１：００ 

日の丸保育園 園庭

未就園児とその保護者

（先着１０名）　　　無料

汚れても良い服装で参加

申し込みは８月３日㈪まで

　　　　　か

　ひ　　　 まる　ほ　いく えん　えん てい

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　 せんちゃく　　 めい　　 　　　 　　　　　む りょう

 よご　　　　　　　　 よ　　　 ふく そう　　　さん　か

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　 か　げつ

シャボン玉であそぼう
だま

シャボン玉あそび
　　　　　　　　　　だま

￥

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

☎０８３８－２５－４４８８

９/１５㈫予定 ９：３０～１１：３０

認定こども園  萩幼稚園

未就園児とその保護者（保護者同伴）

無料　　　申し込み不要

　　　　　　　か　　よ　 てい

 にんてい　　　　　　　　えん　　 はぎ よう　ち　えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　　ほ　 ご　しゃ どう はん

　む りょう　　　　　　　 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

９/１１㈮ １０：３０～１１：００　　　日の丸保育園  遊戯室

７・８・９月生まれの未就園児とその保護者

無料　　　申し込みは９月４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

￥

はぎ博夏展
　コレクション

はく　　 なつ　　　てん

さまざまな「いきもの」をテーマに平成１９年（２００７）から１３年にわたって累計

約６０万人もの来場者をお迎えしてきました、萩博物館の夏の親子向け展示会。

過去１３回の夏の展示会を振り返りつつ、展示物の中

から萩博物館所蔵の逸品を厳選して再展示します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へい せい　　 ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　　　　　　　　　　るい けい

やく　　　まん にん　　　　　 らいじょうしゃ　　　　　　むか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ はく ぶつ かん　　　なつ　　　おや　こ　 む　　　　てん　じ　かい

　か　こ　　　 かい　　　なつ　　　てん　じ　かい　　　 ふ　　　　かえ　　　　　　　　　　てん　じ　ぶつ　　　なか

　　　　　はぎ はく ぶつ かん しょ ぞう　　　いっ ぴん　　　げん せん　　　　　さい てん　じ

８/２７㈭・９/２４㈭ 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

￥

９/４㈮  １０：３０～１１：００　　　日の丸保育園  遊戯室

未就園児とその保護者（先着１５組）

無料　　　申し込みは８月２８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

￥

企
画
展

　き
　
か
く
て
ん

萩博物館へ行こう！
はぎ　はく　ぶつ　かん　　　　　い

5

７月１１日㈯～９月６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　　　にち　 ど　　　　　　がつ　　　か　　にち　　　　　　　　　 　　　　　  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

￥

萩わんぱーく
はぎ

毎偶数月第４日曜日 ８/２３

１３：００～１４：００　　　どなたでも

まい　ぐう すう　づき　だい　　　にち よう　び

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

毎奇数月第４日曜日 ９/２７

１３：００～１４：００　　　どなたでも

まい　き　 すう　づき だい　　　にち よう　び

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

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 ８/２６、９/２３ 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
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

事　前

予約制

じ　　　 ぜん

よ　やく せい

無料
　む りょう

￥

明
木
小
4
年
　

西
村
友
歌
さ
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

５ページの答え　問題１　①　問題２　①　問題３　①　問題４　①
こた　　　　　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
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。

越ヶ浜小6年　渡邉星花さん

福栄小6年　P・N
話題にのっていけるか心配さん

育英小3年　P・N　
りあさん

大井中1年　P・N　
ぼくはかおわったねぇーさん

大井中2年　P・N　
ぼく！岡本さん

田万川中2年　P・N　
だんごさん

須佐中1年　P・N　
飴玉狐さん

むつみ中1年　P・N　
胡蝶しのぶ♡さん

明倫小3年
金田東也さん

明倫小1年　P・N　
鬼滅の刃大好きさん

須佐中1年　P・N　
SAKEさん

白水小4年　P・N　
いのすけさん

大井中2年　P・N　
エーミール・さいとうさん

小川小6年
中村桂杜さん

育英小3年
石戸みゆうさん

旭中2年　P・N　
いちごみんとさん

田万川中2年　P・N　
ばななさん

田万川中3年　P・N　
うらたぬきさん

明倫小6年　P・N　
たぬきちさん

明倫小6年　P・N　
輪だと思うんだがさん

萩西中1年　P・N　
輝利夜さん

育英小6年　P・N　
G.F.135さん

むつみ小4年　P・N
TESIMAKAIKIさん

明倫小5年　P・N　
木の実さん

むつみ小6年
手嶋楓さん

大井中1年　P・N　
ナカノヒトゲノム［実況中］さん

越ヶ浜小5年
土井和奏さん

明倫小5年
笹野香菜さん

田万川中3年　P・N　
名探偵コナン大好きさん

萩西中1年　P・N　
隠の後藤さん

旭中2年　P・N　
さとりーぬよりの箱推し♡さん

9月25日発行

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！
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