
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 
　●19日（月）幡屋公民館、●20日（火）阿用公民館、 
　●21日（水）久野公民館●15日（木）佐世公民館、 
　●16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（28日を除く） 
　●かもめ保育園：毎週金曜日（23日、30日を除く） 
　　 
　●あおぞら保育園：毎週金曜日（23日、30日を除く） 
　 
 
 
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 
　　1日（木）：子育て教室、13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 
　　9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 

⑥子育てサロン「うしお」　9：30～11：30 
　●場　所：大東農村改善センター「桂荘」　9日（金） 

⑦幡屋子育てサロン　9：30～11：30 
　●場　所：幡屋公民館　5日（月） 

⑧お母さんの手作り布おもちゃを作る会　9：30～ 
　●場　所：子育て支援センター 
　　（あおぞら保育園内）  12日（月） 

あおぞら保育園内　　0854-43-9500斐伊保育所併設　　0854-42-2030
①活動紹介　すくすく育児相談（9：30～）をのぞき、いずれも10：00～ 
　● 1日（木）　誕生会　　　●8日（木）　クリスマス会 
　●14日（水）　保育所の食事体験（要予約） 
　　　　　　　平成14年度生まれ対象親子10組　 
　●20日（火）　音楽あそび（ミュージック・ケア） 
　●22日（木）　すくすく育児相談 

②「同級生集いの日」  毎月第1・2・3火曜 
　● 6日（火）　｢うさぎちゃん｣　 
　●13日（火）　｢りすちゃん｣…共にクリスマスグッズ作り 
　●20日（火）　｢ひよこちゃん｣音楽あそび 
　　　　　　　（ミュージック・ケア）に参加 

③出前保育 
　● 7日（水）　西日登公民館　●10日（土）　温泉公民館　 
　●21日（水）　日登公民館　　●28日（水）　健康福祉センター 

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。 

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

赤ちゃん広場（1歳半まで）「子育てビデオをみよう」 
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（11：00～）：妊婦さんの健康チェッ
クや相談・指導など 
クリスマス会　参加希望の方は13日（火）までに、お
申し込みください。（参加費100円） 

歌を歌ったり、人形劇鑑賞などお楽しみいっぱい！！0歳の赤ちゃんも参加できます。 

保育所園児のみんなの発表や、親子で遊べるコーナー、会食などお楽しみが盛りだくさん。 

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～ 
● 2日(金) 
● 9日(金) 
 
 
●20日(火)

①活動紹介　10：00～11：30 
　●毎週水曜日（28日を除く） 
　　※21日は『クリスマス会』です。参加費：100円（お茶代、材料費として） 

0854-42-3988　奥井 
サンキューハハ 

 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　おもちつきを除き10：00～（　）は参加費 
　● 9日（金）　リース作り（子供50円、大人100円） 
　●16日（金）　絵本の日（子供50円） 
　●22日（木）　おもちつき（子供100円大人200円）要予約 
　　　　　　　 ※14：00～ 
　●26日（月）　お楽しみ会（昼食付）要予約 
　　　　　　　（子供200円大人300円） 
 
0854ー42ー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（木）　西日登公民館会場 
　●17日（土）　高齢者コミュニティセンター 会場 

社協子育てサロン 

掛合保育所内　　0854-62-9900
 ①保育所開放日　9：00～11：00 
　●かけや夢の子園　毎週水曜日（28日を除く） 
　●波多分園　　　　毎週木曜日（29日を除く） 
②活動紹介　クリスマス会！ 
　●支援センター　8日（木）10：00～12：00　参加費100円 
 
　●かけや夢の子園　17日（土）9：00～12：00　参加費200円 
 

※12月29日（木）～1月3日（火）までは、休館します。 

雲南市立大東図書館 0854ー43ー6131

12月の休館日 毎週金曜日、28日（水）【図書整理日】、29日（木）～31日（土）（年末休館）

行事日程今月のおすすめ

①宮本　輝「にぎやかな天地（上）」
②梨木香歩「沼地のある森を抜けて　
③玄田　有

ゆう

史
じ

「14歳からの仕
し

事
ごと

道
みち

」

雲南市立木次図書館 0854ー42ー1021

今月のおすすめ

「おれは二番手でもない、はるかに後方
から行く三番手だ」…大河ドラマの主人
公・山内一豊とその妻千代の実像に迫
る、書き下ろし歴史小説。

童
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門
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冬
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じ

著

変動する1960年代のカリフォルニアを
背景に、兄弟の絆、家族の崩壊、男女
の愛憎を情感豊かに描き出す。2005年
アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀長篇
賞受賞作。

12月の休館日 毎週月曜日、23日（祝）

28日（水）【図書整理日】

29日（木）～31日（土）〔年末休館日〕

★よみかたりのじかん……毎週木曜日（29日を除く）15：30～
★よみきかせ初心者講座…11日（日）13：30～（視聴覚室）
★おはなしレストラン……25日（日）10：30～（視聴覚室）
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新着の本（抄）

●恩田陸
りく

「ネクロポリス（上）（下）」

●伊坂幸
こう

太郎「魔王」

●唯川恵
けい

「恋せども、愛せども」
●重松清「きみの友だち」
●鈴木輝

き

一
いち

郎
ろう

「信長が宿敵　本願寺顕
けん

如
にょ

」

●柴田よしき「激流」

●桐野夏
なつ

生
お

「アンボス・ムンドス」

●杉本章
あき

子
こ

「お狂
きょう

言
げん

師歌
うた

吉
きち

うきよ暦」

●伊集院静
しずか

「ツキコの月」

●宮本輝
てる

「にぎやかな天地（上）（下）」

●橋田壽賀子ほか「ハルとナツ」

●沢木耕太郎「凍
とう

」

●チャールズ・Ｒ・ジェンキンス「告白」

●辰巳渚
なぎさ

「子どもを伸ばす毎日のルール」

●加藤広
ひろし

「信長の棺
ひつぎ

」

●小林カツ代「マヨネーズってわっはっは」

●キム　ヒョンギョン「四月の雪」

●さくらももこ「ももこタイムス」

●川上弘美「此
こ

処
こ

彼
かし

処
こ

」

●アレックス・シアラー「チェンジ！」

●高橋啓
ひろ

之
ゆき

「落語登場人物辞典」

●桐生
きりゅう

操
みさお

「本当は恐ろしいグリム童話　デラックス」

●ひらたまどか「お父さんは太陽になった」

●五十嵐脩
おさむ

「最新栄養キーワード事典」

●成
せい

美
び

堂
どう

出版編集部

「美しいインテリアの色使い」

●エミリー・ロッダ

「フェアリー・レルム（1）～（3）」

●ダレン　シャン「デモナータ　１幕」

ほか

「三番手の男　山内一豊とその妻」

新着の本（抄）
●山本一力「峠越え」
●東直　己「スタンレーの犬」
●畠中

はたけなか

恵「おまけのこ」
●村上春樹「東京奇譚集」
●藤堂志津子「情夫」
●生田紗代「まぼろし」
●宮本輝

てる

「にぎやかな天地（上）（下）」

●西村京太郎「十津川警部　子守唄殺人事件」
●赤川次郎「幽霊包囲網」
●瀬尾まいこ「優しい音楽」
●佐野洋子「神も仏もありませぬ」
●林真理子「アッコちゃんの時代」
●石田衣良「東京DOLL」
●日

たち

明
もり

恩
めぐみ

「埋
うず

み火」

●ジーン・アウル「エイラ地上の旅人（10）
平原の旅（下）」

●山田真哉「さおだけ屋はなぜ潰れないの
か？」

●清水ちなみ監修「大独身」
●ケンタロウ「ケンタロウのすぐごはん」

ほか

T・ジェファーソン・パーカー著
T

「カリフォルニア・ガール」

★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

★おはなしパーティー　12月はお休みです
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