
子育てをしているみなさんで交流してみませんか 

①地域サークル　9：30～11：30 
　●１７日（月）幡屋公民館　●１８日（火）阿用公民館 
　●１９日（水）久野公民館　●２０日（木）佐世公民館 
　●２１日（金）地域福祉センターおおぎ 
②地域開放 
　●大東保育園：毎週水曜日 
　●かもめ保育園：毎週金曜日 
　　 
　●あおぞら保育園：毎週金曜日 
　 
 
 
③子育て教室・赤ちゃん教室　9：30～11：30 
　●場　所：あおぞら保育園内 
　　6日（木）：子育て教室、　11日（火）：赤ちゃん教室 
④子育て相談　10：00～17：00 
　●場　所：あおぞら保育園内 
　　14日（金）、　28日（金）　※面接、電話どちらでも受け付けます。 
⑤子育てサロン「木馬」　9：30～15：30 
　●場　所：地域福祉センターおおぎ内 
　　毎週火曜日 ・ 毎週木曜日 

あおぞら保育園内　　0854-43-9500斐伊保育所併設　　0854-42-2030

掛合保育所内　　0854-62-9900

0854-42-3988　奥井 
サンキューハハ 

 ①保育所開放日　9：00～11：00 
　●かけや夢の子園　毎週水曜日 
　●波多分園　　　　毎週木曜日 
②活動紹介　かけや夢の子園 
　●  1日(土)　9：00～12：00「かけや夢の子園　運動会」 
　●  6日(木)　15：00～16：00「おやつ試食会」 
　　　　　　　 参加費　親子で100円 
「保健師さんと話そう！！」　　掛合公民館 
　●18日(火)　9:30～11:30　申込み　10/14(金)までに 
　対　象：0歳～1歳半前後のお子さん 
　参加費：無料(託児有り) 
　この時期の子供の発達、生活リズム、かかりやすい病気のこと等のお話があります。 
「緑地公園にあそびに行こう！！」　　緑地公園 
　●14日(金)　9：30～12：00　申込み10/11(火)までに 
　お弁当を持って緑地公園で一緒に遊びましょう。 
　親子同士、交流できるいい機会ですよ。参加費無料。 

①活動紹介　 
　●18日(火)　「サラダちゃん」要実費　●25日(火)　誕生会 
　●27日(木)　すくすく育児相談　 
　●31日(月)　絵本屋サーカスさんの読み語り 
 

③出前保育 
　●  8日(土)　温泉公民館 
　●12日(水)　西日登公民館 
　●19日(水)　日登公民館 
　●26日(水)　雲南市木次健康福祉センター 

②「同級生集いの日」  毎月第1・2・3火曜 
　●  4日「うさぎちゃん」小遠足 
　●11日「りすちゃん」散歩 
　●18日「ひよこちゃん」「サラダちゃん」に参加 

給食を希望される方は、前日16時までに予約して下さい。 

給食を希望される方は、当日の午前9時までに来てください。 

※あおぞら保育園では毎日を地域開放デーにしていますが、 
　給食の試食ができる日は金曜日だけです。 

 Kiss－Kidsとぷちぴよ　くらぶ 
　kiss－kidsでは、ボランティアスタッフが集まり、託児(有 
　料)や未就園児のサークル活動(ぷちぴよ　くらぶ)、園児小 
　学生のサークル活動などを行っています。　 
 
①活動紹介　いずれも10：00～（　）は参加費 
　● 8日(土)　13：00～いもほり(大人100円子供50円) 
　●15日(土)　 kidsのおうちで人形劇　要予約(50円) 
　●21日(金)　簡単おもちゃ作り(50円) 
　●28日(金)　絵本の日(50円) 
 
 
0854-42-9080　雲南市社会福祉協議会木次支部(力石、陶山) 

①活動紹介　9：30～11：30（参加費　一家族100円） 
　●15日(土)　kiss－kids会場 
　●20日(木)　西日登会場 

雲南市なかよしホール（加茂町）　　0854-49-8380

三刀屋健康福祉センター内　　0854-45-9501

親子健康教室 
「子どもの発達としつけについて」 
講師　出雲児童相談所　芦矢優子 先生 
親子遠足「宍道ふるさと森林公園へ遊びに行こう！」　 
 
赤ちゃん相談：赤ちゃんの計測や発育・発達の相談など 
妊婦さん相談：妊婦さんの健康チェックや相談・指導など 
赤ちゃん広場(１歳半まで)「ふれあい遊びをしよう！」 
あそぼう広場 (１歳半から)「運動会ごっこをしよう！」 

①子育て支援センター開設日　毎週月～金曜日 9：00～12：00 
　祝日はお休みです。 
②活動紹介　いずれも10：00～ 
●  ７日(金) 
 
 
●12日(水) 
 
●１４日(金) 
　  11：00～ 
●２１日(金)
●２５日(火)

①活動紹介　10：00～11：30 
 
 
 
 
 
 
 
 
　●  5日「さつまいもパーティ」、●12日、●19日、 
　●25日（火）小田川美由紀さん「出張おはなしレストラン） 
　●26日「10月生まれのお友達のお誕生会」　※毎週水曜日 
　　参加費：100円（幼児園以上・お茶代、活動費として） 

社協子育てサロン 

 

※マイクロバスを利用して出かけます。詳しくは子育て支援センターにお尋ねください。 

要予約 
4日（火）まで 

同時開催 
子育て相談…12日(水)

雲南市立大東図書館 0854ー43ー6131

10月の休館日 毎週金曜日、10日（祝）31日（月）【図書整理日】 行事日程

今月のおすすめ

①朱川　湊
みな

人
と

「花まんま」 ②夢枕　獏「陰陽師　鉄
かな

輪
わ

」
③保坂　正康「あの戦争は何だったのか」

雲南市立木次図書館 0854ー42ー1021

今月のおすすめ

水木しげる、養老孟
たけ

司
し

、中沢新一、夢
枕獏、宮部みゆきなど、各界の『怪しい
ものには一家言ある』御仁たち15人と語
りに語った対談集。妖怪たちを縦横無尽
に語り尽くす。

京極　夏彦 著

地球の異変は人類滅亡の予兆なのか。
死後の世界はあるのか…。いま迷いつ
つ生きる現代人におくる、カトリック
司教との白熱の論争。

10月の休館日 毎週月曜日、11日（火）〔祝日振替〕 行事日程 ★よみかたりのじかん毎週木曜日15：30～
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新着の本（抄）

●山本一力
いちりき

「峠越え」

●薬丸　岳
がく

「天使のナイフ」

●石田衣良
い　ら

「東京DOLL
ドール

」

●安部龍太郎「浄土の帝（みかど）」

●畠
はたけ

中
なか

恵
めぐみ

「おまけのこ」

●中村文則「土の中の子供」

●藤沢　周
しゅう

「第二列の男」

●朱川
しゅかわ

湊
みな

人
と

「花まんま」

●東
ひがし

野
の

圭吾「容疑者Xの献身」

●荻原　浩「さよならバースディ」

●渡辺淳一「恋愛の毛沢東」

●椎名　誠「世界おしかけ武者修行」

●村松友
とも

視
み

「幸田文(あや)のマッチ箱」

●服部真
ま

澄
すみ

「海国記（上）（下）」

●森村誠一「魂の切影
せつえい

」

●津本　陽「八月の砲声」

●佐野　洋
よう

「葬送曲」

●高橋義夫「若草姫」

●重松清「その日のまえに」

●稲葉真弓「環流」

●永　六輔「あの世の妻へのラブレター」

●曽野綾子「社長の顔が見たい」

●宮田　律
おさむ

「イスラム超過激派」

●おすぎ「バカバカバカ！」

●小林よしのり

「新ゴーマニズム宣言SPECIAL
スペシャル

靖国論」

●内山哲夫「転落弁護士」

●リリー・フランキー「東京タワー」

●山崎豊子「女系家族（上）（下）」

●平田俊子「二人乗り」

●カンテン研究会　編

「寒天スピードダイエット」

●小池恭子「絵手紙入門」

●安部元
げん

気
き

・辻桃子「俳句入門・再入門」

●石野　鉄
てつ

「骨髄ドナーに選ばれちゃいました」

●川上夏子「ぼくらのいえができるまで」

●主婦の友社編「冷凍・保存使いこなし事典」

●奥薗壽
とし

子
こ

「ラク！うま！超特急おかず」

●河合隼
はや

雄
お

「過保護なくして親離れはない」

●林　　泰
やすし

「大活字　薬の事典」

●卯
う

月
づき

啓子「子どもが選ぶ詩101」 ほか

「対談集　　妖怪大談義」

新着の本（抄）
●西村京太郎「京都感情案内（上・下）」
●横山秀夫「震度０」
●中村文則「土の中の子供」
●山本一力「お神酒徳利」
「損料屋喜八郎始末控え　赤絵の桜」
●北方謙三「絶海にあらず（上・下）」
●新津きよみ「スパイラル・エイジ」

●ジーン・アウル
「エイラ地上の旅人8 平原の旅（上）」
●みうらじゅん「いやげ物」
●グレイス・ペイリー
「人生のちょっとした煩い」
●薬丸　岳

がく

「天使のナイフ」
●大道珠貴「後ろ向きで歩こう」

●伊集院静「旅行鞄にはなびら」
●イチロー（述）
「夢をつかむ　イチロー262のメッセージ」
●湯本豪一

こういち

「日本幻獣図説」
●太田百合子「１～５歳のおべんと生活」
●「尼子・毛利の家臣　佐世一族の歴史」
（著者寄贈　閲覧希望は職員まで）ほか

五木　寛之著・森　一弘対話

「神の発見」

★こぐまちゃんくらぶ

とき：毎週月曜日　11時～
内容：乳幼児向けのわらべうたあそび、

手遊びなど

10月17日午後～20日は、書庫整理をします。
通常どおり開館しますが、図書室で作業します
ので、読書は学習室をお使いください。

★おはなしパーティー

10月はお休みです。
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