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１０月の行事予定

１１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

　　 がつ　　ぎょうじ　よ  てい
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4

5

6

3

2

2020
１０～１１月
Vol.125

がつ

表紙イラスト　明倫小3年　にしむらちなさん

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

～カプラであそぼう！～
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第２水曜日 １０/１４、１１/１１ 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

￥

１０/３１㈯ １３：３０～１６：３０

児童館　　　５００円

申し込み必要（１５名）

　　　　　　　 ど

　じ　どう かん

もう　　　 こ　　　 ひつ よう　　　　　　めい

ハロウィンのお菓子作り
か　　し　　づく

児童館　☎０８３８－２５ー１０２５
　じ　どう かん

児童館コーナー
じ　　どう　 かん

児童館　☎０８３８－２５ー１０２５
　じ　どう かん

児童館コーナー
じ　　どう　 かん

★だんすダンス！　　毎月第２・４金曜日
　　１０⁄９・２３、１１⁄１３・２７ 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

　　１０⁄２４、１１⁄２８ 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

　　１０⁄２５、１１⁄２２ １３：３０～１５：３０ どなたでも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　まい つき だい　　にち よう　び

１１/２３（月・祝）　１３：３０～１６：００

児童館集会室　　　

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

　　　　　　　 　げつ　しゅく

　じ　どう かんしゅうかい 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 １０⁄２２、１１⁄２６
　　　　　　　　　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 １０⁄２１、１１⁄１８ １０：３０～１１：３０

　　　 げん　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　しゃ

　　　　だい　　すい よう　び

１１/２１㈯　１３：３０～１５：３０　　児童館

どなたでも　　　２００円

　　　　　　　 ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　どう かん

アロマキャンドル作り
つく

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

１０/１５　ミニ運動会

１１/５　秋のお散歩

各１０：３０～１１：３０　

萩わんぱーく（雨天中止）

未就園児と保護者

無料

　　　　　　　　　　　　　　　 うん　どう　かい

　　　　　　　　あき　　　　　　　さん　 ぽ

かく

はぎ　　　　　　　　　　　　　　　う　てんちゅう し

　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

￥

￥
児童館集会室　　　未就園児と保護者

無料　　　講師：薬剤師　三宅小織さん

申し込み必要

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

　む りょう　　　　　　　 こう　し　　　　やく ざい　し　　　　み　やけ　さ　おり

もう　　　 こ　　　 ひつ よう

　じ　どう かん

10：30～11：30

子育て応援講座

薬剤師さんにきいてみよう
～お薬のことで気になることや

不安なこと～　

こ　 そだ　　　　　おう　えん　こう　　ざ

やく　ざい　　し

くすり　　　　　　　　　　 き

ふ　あん

￥

山口県漁業協同組合江崎支店

（萩市役所前８：４０集合、１５：３０解散）

魚料理に興味がある人、年中以上のお子様との

参加も可（定員１０名）

２０００円、子ども３００円（昼食代含む）

バス送迎あり　　　萩まちじゅう博物館文化

遺産活用事業　☎０８３８－２５－３１７７

やま ぐち けん ぎょぎょうきょうどうくみ あい　え　さき　し　てん

　 はぎ　し　やく しょ まえ　　　　　　しゅうごう　　　　　　　　　　かい さん

さかなりょうり　　 きょう　み　　　　　　　　 ひと　　　ねんちゅう い じょう　　　　　 こ　さま

さん　か　　　　か　　　てい いん　　　　めい

　　　　　　えん　　　こ　　　　　　　　　　　えん　ちゅうしょくだいふく

　　　　　 そう げい　　　　　　　　　　　　　はぎ　　　　　　　　　　　　　はく ぶつ かんぶん　か

　い　さん かつ よう　じ ぎょう

漁協女性部の方々が魚の捌き方や

子どもの好きな料理を熱血指導、

午後からは道の駅ゆとりパークたまがわへ

ぎょきょうじょ せい　ぶ　　　　かた がた　　　さかな　　　さば　　　かた

　こ　　　　　　　　　す　　　　　　りょう り　　　　ねっ けつ　 し　どう

　ご　 ご　　　　　　　　　みち　　　えき

10：00～14：30

熱血！魚塾！

～さばける私に変身～
わたし　　　　へん　しん

ねっ　けつ　　　　さかなじゅく

￥

￥

む
つ
み
小
４
年

角
田
一
空
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

須佐図書館
　す　　 さ　　　と　　しょ　　かん

☎０８３８７－６－５５００

●●になるには

～看護師になったら編～
かん　 ご　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　へん

１０/２４㈯～１１/２５㈬

９：３０～１７：００

須佐図書館　視聴覚室

どなたでも　　　無料　　

　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　すい

　す　 さ　 と　しょ かん　　　 し ちょうかく しつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む りょう

看護師の仕事を紹介
かん　ご　 し　　　　し　ごと　　 しょうかい

￥

影絵「さるとかに」など
かげ　え

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

１０/１６㈮ １０：００～１１：００

須佐図書館　視聴覚室

幼児　　　無料

演者：ジョイントネット萩

「草の芽」

　　　　　　　きん

　す　 さ　 と　しょ かん　　　　しちょうかく しつ

よう　じ　　　　　　　　　む りょう

 えん じゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ

　　　くさ　　　 め

￥
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作品展示「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　てん　 じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの

　　　　　と　　しょ　かん　　　　 ほん　　　　　さん　こう

図書館の本を読んで作ったみんなの作品を展示するよ！
　と　しょ かん　　　ほん　　　 よ　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　 さく ひん　　　てん　じ

１１/１㈰～１９㈭ ９：００～１７：００（１９日は、９：００～１２：００）

萩図書館２階　　　どなたでも

１０/２１まで作品募集しています。

　　　　　 にち　　　　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん　　　かい

　　　　　　　　　　　さく ひん　ぼ しゅう

図書館まつり
　と　　しょ　かん

楽しいイベント盛りだくさん★
たの　　　　　　　　　　　　　　　　も

１０/２５㈰ １０：００～１６：００

萩図書館、わくわく子ども図書館　　　どなたでも

　　　　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん　　　　 　　　　　　　　　こ　　　　　　 と　しょ かん

ぶらりぶらいんど

ぶっくまーけっと

本の交換会を行います。
ほん　　　こう かん かい　　　おこな

１０/１㈭～１２/２７㈰

９：００～２１：００

萩図書館

どなたでも

　　　　　　もく　　　　　　　　　　　にち

はぎ　と　しょ かん

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。１０/３１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 １０/３・１０・１７、

１１/７・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

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

１０/２４㈯ １４：００～　　　萩図書館２階

どなたでも（定員１０名）

　　　　　　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はぎ　と　しょ かん　　　かい

　　　　　　 　　　　　　　　 てい いん　　　 めい

無料
　む りょう

￥

萩図書館
はぎ　　と　　しょ　　かん

☎０８３８－２５－６３５５ 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

１０/２・５・９・１２・１６・１９・２３・２６・３０

１１/２・６・９・１３・１６・２０・２３・２７・３０

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

￥

萩セミナーハウスほか

子ども～大人（未就学児は保護者同伴）

ひとり１,６００円（昼食込み）

募集人数１５名（先着順）　

萩セミナーハウス　☎０８３８－２１－７５０１

はぎ

　こ　　　　　　　　 おと　な　　　み しゅうがく　じ　　　　ほ　 ご　しゃ どう はん

　　　　　　　　　　　　　　えん　　ちゅうしょくこ

　ぼ しゅうにんずう　　　 めい　　せんちゃくじゅん

はぎ

ネイチャーゲームで、からだいっぱ

い秋を感じて、ステキな１日を過ご

しましょう。

　　　あき　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 にち　　　 す9：30～14：30

自然体験
～いろはパズルの森でⅢ～

し　 ぜん　 たい　けん

もり

￥

児童館集会室

未就園児と保護者

無料　　　申し込み必要

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

　む りょう　　　　　　　 もう　　　 こ　　　 ひつ よう

　じ　どう かん

10：30～11：30

子育て応援講座

熱がでたときどうする？
～不要不急の受診について～

こ　 そだ　　　　　おう　えん　こう　　ざ

ねつ

ふ　よう　ふ　きゅう　　　じゅ しん

講師：砂川博史先生
こう　し　　　 すな かわ ひろ　し　せん せい

本を借りて占いを楽しもう！
ほん　　　 か　　　　　 うらな　　　　　たの

読書週間特別行事 秋の占い館２０２０
どく しょしゅうかん とくべつぎょう　じ

あき　　　　うらな　　　 やかた

１０/２７㈫～１１/８㈰ １０：００～１７：３０

明木図書館　　　どなたでも

　　　　　　　　か　　　　　　　　　 にち

あきら ぎ　 と　しょ かん

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

１０/９㈮・２３㈮、１１/１３㈮・

２７㈮　１５：３０～１６：３０

明木図書館　　　小学生

講師：西村咲由里さん

　　　　　　きん　　　　　　きん　　　　　　　　　きん

　　 　きん

あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

こう　し　　　 にし むら　さ　 ゆ　 り

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 １０/１４、１１/１１

１５：３０～１６：３０

明木図書館　　　小学生

だい　　 すい　よう　 び

あきら ぎ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい

雑誌のふろくを釣り上げて手に入れよう！
ざっ　し　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　あ　　　　　　 て　　　　い

ふろく釣り
つ

１１/２２㈰　９：００～１７：００（なくなり次第終了）

明木図書館　　　小学生まで（１人１回）

　　　　　 　 にち　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　だいしゅうりょう

あきらぎ　 と　しょ かん　　　　　　　 しょうがく せい　　　　　　　　　　　り　　　 かい

佐
々
並
小
4
年

木
村
心
咲
さ
ん

明木図書館
あきら　　ぎ　　 と　　 しょ　　かん

☎０８３８－５５－０３１４



伝建地区佐々並を
　　　　歩いてみよう

でん　 けん　 ち　　　く　　 さ　　 さ　　なみ

　　　　　　　　　　　　　 ある

●と　き　10月17日（土） 9：30～13:30
●ところ　佐々並
●申し込み受付　10月7日（水）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　 　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

4

R2.8.29（土）
場所：萩市総合福祉センター

　　　　　　　　　　　　　ど

　ば　しょ　　　はぎ　し　そう ごう ふく　し

～カプラであそぼう！～

次回
予告

じ　　　　かい

よ　　　　こく

長門おもちゃ美術館から2000ピースのカプラをお借りして、
子どもたちと想像力をはたらかせて遊びました。

なが と　　　　　　　　　　　び じゅつかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

　こ　　　　　　　　　　　　　そうぞうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　 あそ

まずカプラに慣れるため
身長より高く積んでみよう！

　　　　　　　　　　　　　　 な

しんちょう　　　　たか　　　つ

カプラに慣れてきたら
好きなものを作ってみよう！

　　　　　　　　　　な

す　　　　　　　　　　　　つく

できあがったら壊す
たのしさも味わおう

　　　　　　　　　　　　　　　　こわ

　　　　　　　　　　　 あじ

　　　　　　　　　　　「フランス海岸松」を使って作られた板。「厚さ」「幅」「長さ」が1：3：15
の比率になっています。重さは１枚10g。一見すると「かまぼこ板」のような形をした小さくて薄い
木の板。全て同じ形をしていますが、曲線や球体など様々な形を表現できるので、イメージしたもの
を組み立てることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいがんまつ　　　　つか　　　　つく　　　　　　いた　　　あつ　　　　　はば　　　なが

　　　ひりつ　　　　　　　　　　　　　　　　おも　　　　　　まい　　　　　　いっけん　　　　　　　　　　　　　　　　いた　　　　　　　　　かたち　　　　　　ちい　　　　　　うす

き　　 いた　　すべ　　おな　 かたち　　　　　　　　　　　　　　　きょくせん　きゅうたい　　　　さまざま　 かたち　ひょうげん

　　 く　　　た

自分の身長より高く積む
のはバランスもむずかし
い。でも楽しかった～！

じ ぶん　　しんちょう　　　たか　　　つ

　　　　　　　　たの

カプラって？

いろいろな形を作るのは楽しかった～！
　　　　　　　　　　　　　かたち　 　　つく　　　　　　　　　たの

できあがった１番端の
カプラを１本抜くと、
きれいに崩れていくよ。
倒れる時の音もきれい
だね。

　　　　　　　　　　　　　　ばんはし

　　　　　　　　　　 ぽん　ぬ

　　　　　　　 くず

たお　　　　とき　　おと

※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

長門おもちゃ美術館
おもちゃ学芸員
有田真美子さん

なが　と　　　　　　　　　　　 びじゅつかん

がくげいいん

あり　た　 ま　 み　 こ

新しい子ども編集スタッフ
あたら へん　しゅうこ

１番に
積めました

　　　ばん

　つ

１人で作ったよ！
り　　　　つく

友だちと一緒に作れ
て楽しかったです。

とも　　　　　　　　　いっ しょ　　　 つく

　　　たの



萩ものしりクイズ
はぎ

問題
もん  だい

１
2015（平成27）年に世界文化遺産に登録された「明治日本の
産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は、23件の資産に
よって構成されていますが、このうち萩市にはいくつの資産が
あるでしょう？

　　　　　　　　　へい　せい　　　　　　ねん　　　 せ　かい ぶん　か　 い　さん　　　とう ろく　　　　　　　　　　　めい　じ　 に　ほん

さんぎょうかく めい　い　さん せい てつ　　　せい こう　　　ぞう せん　　　せき たん さんぎょう　　　　　　　　　　けん　　　 し　さん

　　　　　　　　こう せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はぎ　し　　　　　　　　　　　　　　　　 し　さん

① ３件　② ４件　③ ５件
　　　　　　けん　　　　　　　　　けん　　　　　　　　　けん

問題
もん  だい

2
むつみ阿東町（現山口市阿東）と
共同のブランドとして売り出して
いる野菜はどれでしょう？

　　　　　　　　 あ　とうちょう　　 げん やま ぐち　し　 あ　とう

きょうどう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　　　　だ

　　　　　　や　さい

① 大根　② トマト　③ レタス
　　　 だい こん

１０/１９㈪ １０：００～１１：００　　　指月公園（雨天中止）

未就園児とその保護者　　　無料

帽子・お茶・虫よけ等持参　申し込みは１０月１２日㈪まで

　　　　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　づき こう えん　　う　てんちゅう し

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

ぼう　し　　 　　　 ちゃ　　 むし　　　　　 など　じ　さん　　  もう　　　 こ　　　　　　　　　がつ　　　にち　げつ

子育て遠足
こ　　そだ　　　　 えん　そく

親子遊び・ゲーム・散策など
おや　こ　あそ　　　　　　　　　　　　　　　 さん さく

￥

１０/３０㈮ １０：００～１１：３０ 

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１０月２３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

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会

 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 かい

￥

１１/２０㈮ １０：３０～１１：３０ 

日の丸保育園　遊戯室

未就園児とその保護者

（先着２０組）　　無料

申し込みは１１月１３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

子育て講演会
こ　 そだ　　　　　こう　えん　かい

加藤ときえ先生による

「わらべうたであそぼう」

　か　とう　　　　　　　　せん せい

￥

１１/４㈬ 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名）　　　無料

申し込みは１０月２８日㈬まで

　　　　　 すい

　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　　　めい　　　　　　　　　　　む りょう

もう　　　 こ　　　　　　　　　がつ　　　　にち すい

親子ヨガ教室
おや　　こ　　　　　　　　きょう しつ

太陽フィットネスクラブの

コーチによる親子ヨガ教室

たい よう

　　　　　　　　　　　　　　　おや　こ　　　　　 きょうしつ

￥

①１１/１１㈬ ②１１/１３㈮ 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（初参加の方

優先で先着各５組）　　　無料

新聞紙１日分・布テープ持参　

申し込みは１１月６日㈮まで

　　　　　　 　　 すい　　　　　　　　　　　 きん

 はぎ　し　 こ　そだ　　　 し　えん

　み しゅうえん　じ　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ　 はつ さん　か　　　 かた

ゆう せん　　 せんちゃくかく　　　くみ　　　　　　　　　　　む りょう

しん ぶん　し　　　 にち ぶん　　　ぬの　　　　　　　　 じ　さん

 もう　　　 こ　　　　　　　　 がつ　　　 か　きん

牛乳パックの椅子作り
ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　　　　　い　　す　　づく

牛乳パックの椅子作り
ぎゅうにゅう　　　　　　　　　　い　 す　つく

￥

１０/２２㈭・１１/２６㈭ 

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　

前日までに申し込み必要

　　　　　 　　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

ぜん じつ　　　　　　　　もう　　　　こ　　　 ひつ 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

萩わんぱーく
はぎ

毎偶数月第４日曜日 １０/２５

１３：００～１４：００

どなたでも　　　無料

まい　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

ベーゴマ大会
たい　かい

萩子どもセンター
☎０８３８－２５－７５４０

はぎ　こ

１０/１８㈰（雨天児童館）１３：００～１５：００

どなたでも　　　無料

参加申し込み必要

　　　　　　　にち　　　う　てん　じ　どう かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　む りょう

さん　か　もう　　　 こ　　　 ひつ よう

子どもたちがつくりだすフリーマーケット。

家にある使わなくなったものなどを出品

しよう！出店者大募集！

　こ

いえ　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅっぴん

　　　　　　　　　　しゅってんしゃ だい　ぼ しゅう

青空市場
あお　 ぞら　いち　　ば

１０/１８㈰（雨天中止） １０：００～１１：００

どなたでも　　　無料

軍手、タオル、お茶（水筒）持参

　　　　　　　にち　　　う　てんちゅう し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　む りょう

ぐん　て　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃ　　　すい とう　　　 じ　さん

萩わんぱーくの側溝掃除＆草取り
はぎ　　　　　　　　　　　　　　　 そっ こう そう　じ　　　くさ　と

萩わんぱーくクリーン大作戦
はぎ だい　 さく　せん

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

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

１０/２１㈬ 親子体操、子育て相談

１０/２８㈬ 親子ヨガ １０：１５～、子育て相談

１１/４㈬ 親子ヨガ １０：１５～、子育て相談

１１/１１㈬ 子育て講座（食育）

各１０：００～１１：３０

認定こども園 萩光塩学院幼稚園

未就園児とその保護者　　

無料　　　予約不要

　　　　　 　　すい　　　 おや　こ　たい そう　　　 こ　そだ　　　そう だん

　　　　　　 　すい　　　おや　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　そだ　　　そう だん

　　　　 　すい　　　　　おや　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　そだ　　　そう だん

　　　　　 　すい　　　　　こ　そだ　　　こう　ざ　　　しょくいく

かく

 にん てい　　　　　　　　えん　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　　　　　　　　よ　やく　ふ　よう

てんしぐみ
（未就園児開放日）

み しゅうえん　じ　かい ほう　び
各ホール、園庭での

自由遊び等

 かく　　　　　　　　　　 えん てい

　じ　ゆう あそ　　　など

￥

￥ ￥

￥

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

☎０８３８－２５－４４８８



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
こた　　　　　もんだい　　　　　　　　　　もんだい　

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

椿東小3年　P・N
コナンだいすきさん

須佐中1年　P・N　
まはわあさん

白水小2年
ふじやちさん

白水小1年
ながおかゆうとさん

椿東小3年
しまざきふみねさん

佐々並小4年　P・N　
みさきさん

明倫小6年
野村明さん

大井中1年　P・N　
月宮（兄）さん

椿西小4年
伊藤奈穂さん

椿東小3年
わたなべしほさん

田万川中2年　P・N　
ムーターさん

佐々並小1年　P・N　
さきさん

椿東小5年
河村怜良さん

大井小4年
福田詩南さん

白水小3年
魚本穂乃花さん

明倫小1年
てらどあいかさん

明倫小3年
あべしんいちさん

明倫小1年
あべめいさん

明倫小6年　P・N　
sho-comiさん

むつみ小4年　P・N　
ウォズさん

明倫小5年　P・N　
猫猫さん

萩西中2年　横山香保さん

三見小4年　池永琴音さん

萩西中1年　P・N　
輝夜さん

白水小4年
久保紗々さん

むつみ小4年　P・N　
胡蝶しのぶさん

明倫小2年
中村のぞみさん

白水小4年
角屋琴音さん

明倫小3年　P・N　
お絵かき大好きさん

田万川中1年　P・N　
うなぎさん

育英小3年
くどうつむぎさん

11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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