
～菊陽町地域子育て支援センター～
（白鈴園内）　☎２３２－４２８０

 ～つどいの広場ぴーす～　（ふれあい交流・福祉支援センター）　☎３３７－６８３０

 ～ミニキャロットくらぶ～
菊陽町地域子育て支援センター

（光の森キャロット保育園内）　☎２３３－００９８

〈平成21年8月20日現在確定分〉

図　 書　 館
問い合わせ

図書館ホール ２３２-７７５６
２３２-０４０４

☆主催者の都合により内容変更の場合があります。
☆図書館駐車場が満車の際は、隣接する公園の駐車場をご利用ください。

平成22年5月分のホール予約を、11月1日（日）の午前9時 30 分から受付開始します。
抽選会を行いますので、時間までにお集まりください（認印をご持参ください）。

新しく届いた本

開館時間　月・水・金・土・日／午前10時～午後6時15分
　　　　　木／午前10時～午後8時
休 館 日　毎週火曜日・毎月第3水曜日（館内整理日）
　　　　　年末年始（12月28日～1月3日まで）
　　　　　特別整理期間（年1回）

ほんの森ほんの森ほんの森
菊陽町図書館だより

人生という名の先生

半島へ、ふたたび

14歳からの日本の選挙。

後家楽日和

アポロ11号

らくしておいしい塩味レシピ

おとぎの国を楽しむアンデルセンの切り紙

四字熟語グラフィティ

父を葬（おく）る

朝のこどもの玩具箱

ダニエル・ゴットリーブ／著・児玉清／監修　　講談社

蓮池薫／著 　　新潮社

三宅久之／著　　マガジンハウス

花井幸子／著　　法研

ピアーズ・ビゾニー／著・日暮雅通／訳　　河出書房新社

浜内千波／著　　文化出版局

太田拓美／著　　誠文堂新光社

五味太郎／作　　絵本館

高山文彦／著　　幻戯書房

あさのあつこ／著　　文藝春秋

入園前の親子（0～6歳）・妊婦さんは、いつでも無
料で参加できます。
※駐車場に限りがありますので乗合せてお越しください。

０歳～就学前の子どもさんと保護者対象。親子で楽し
む体験活動や、子育て相談など、参加費は無料です。

○陽だまり（白鈴園）　
　月～金曜日（休日を除く）午前９時～午後２時
※月始め１週間は、陽だまりで身体測定ができ
　ますのでお気軽にお越しください。

○あいあい（ふれあいの森研修センター）　
　火曜日（休日を除く）午前10時～午後１時
○ゆっくりーむ（白菊園）　
　金曜日（休日を除く）午前10時～午後１時
　　

町立保育所８園の園庭で遊べます。ケガがないよ
うおうちの方とどうぞ。
　月～金曜日（園行事開催日や休日を除く）
　午前９時30分～正午

　月～金曜日（園行事開催日や休日を除く）
　午前10時～午後５時

ハローサークル　　午前１０時～正午

ハロールーム 問い合わせ…☎２３２－４２８０

※保育室や園庭で遊べます！事前にご連絡ください。
　月～土曜日（園行事開催日や休日を除く）
　午前９時～午後２時

園　開　放

※一人で悩まないで、気軽にご相談ください。
　月～金曜日（園行事開催日や休日を除く）
　午前10時～午後４時

ふれあい広場

プログラム月日・場所

ミニキャロット　　午前９時～午後２時
　　　　　　　　　　　　　光の森キャロット保育園

キャロットランド　　午前９時～正午

※お茶の準備をしています。マイコップをご持参ください。

※お誕生会に参加するお誕生児さんは、20日・22日に誕生
　カードを作ってもらいますので、参加してくださいね。
※11月は、みんなでお芋掘に行くかもっ !?  楽しみにしてい
　てください。

9日（金）　ミニコンサート（要予約20組）
15日（木）　祝日振替（要予約15組）
21日（水）　身体測定
30日（金）　誕生会（要予約。カード・写真準備します）

今月のプログラム●利用時間　月・水・金曜日（休日を除く）
　　　　　　午前10時～午後４時
●お 茶 代　一家族　100円

●毎週月曜日は、絵本の読み聞かせを行っています。
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせでお越
しください。

０～３歳の未就園児と保護者対象。いつでも好きな時間に利用できます。子どもと一緒に遊んだり、お母
さん同士の情報交換にご利用ください。

子育てひろば子育てひろば

２日（金）
白鈴園（陽だまり）

プログラムベビー＆マタニティー

2日（金） 【ペタペタかわいい紅葉作り】
※スタンプ遊びになります。

プログラム日にち・場所
14日（水）

菊陽杉並木公園さんさん
（雨天時は管理棟）

【エンジョイ☆スタンプラリー】
※動きやすい服装でご参加ください。

16日（金）
武蔵ヶ丘コミュニティセンター

【ママの休日】
デコレーションハンガー作り￥100

プログラム

8日（木）6日（火） 【お団子作って☆お月見ごっこ】
※エプロン・三角巾をご持参ください。

【わいわいミニキャロット】
※様々なおもちゃで遊ぶコーナー遊び。

０・１歳 １歳以上

13日（火）

15日（木）

22日（木）

【ＧＯＧＯ!! ピクニック】
※運動公園集合になります。

20日（火）

29日（木）

【カラフルみの虫作っちゃお！】
※ハサミ・のり・クレヨンをご持参ください。

27日（火） 【10月生まれの誕生会】
※お誕生児の方はお申し込みください。

★朝のおはなし会（おはなしの森さんさん）
　毎月第1･2水曜日　午前11時～午前11時30分
　（10月7･14日、11月4･11日）

★夕方のおはなし会（図書館職員）
　毎週木曜日　午後5時～午後5時30分
　（10月1･8･15･22･29日）

★日曜のおはなし会（おはなしの森さんさん）
　毎月第2・4日曜日　午後2時～午後2時30分
　（10月11・ 25日、11月8日）
11月22日（日）は、「おはなしフェスティバル」開催のた
め、「日曜のおはなし会」はお休みします。

おはなし会のお知らせ
場所：おはなしのへや

菊陽町図書館　菊陽町大字原水１４３８-１
TEL.232-0404（図書館）　TEL.232-7756（ホール）
FAX.232-7761　http://www.kikuyo-lib.ne.jp

10月

育児相談
育児相談

ベビーの日：1歳未満児と妊婦さん対象の集まりです。
※身体測定。みんなでおしゃべりしながら、秋の情報を交換しましょう。

とことこ１歳：１歳児親子対象の集まりです。
※公園を散策して、秋の自然に親しみましょう。帽子、お茶を持ってきてください。

７日（水）
老人福祉センター
９日（金）
南部町民センター
（白菊園）

ふれあいあそび ※親子でスキンシップあそびを楽
しみましょう。動きやすい服装で参加してください。
わんぱく３歳：ミニミニうんどうかい　
※かけっこや玉入れなどうんどうかいごっこを楽しみましょう。
※保護者の方も動きやすい服装で参加してください。

14日（水）
ふれあいの森研修センター

16日（金）
ふれあいの森研修センター

●●●菊陽町地域子育て支援事業●●●

日  曜 開場 開演 終演 催し物 主催者 入場方法 対象者

7:30～

7:30～

菊陽町図書館ホール　平成21年10月 催し物

無料 どなたでも

無料 どなたでも

無料 どなたでも

無料 どなたでも

4   日

5   月

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

9   金

2   金

16   金

30   金 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

関係者のみ29   木 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

関係者のみ28   水 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

関係者のみ26   月 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

関係者のみ25   日 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

関係者のみ24   土 菊陽町役場・生涯学習課（☎232-4917）
菊陽町文化協会

菊陽町役場・総務課（☎232-2111）
熊本県更生保護女性連盟

菊陽町役場・税務課
                      （☎232-4911）

菊陽町役場・健康保険課
                      （☎232-4912）

菊陽町役場・健康保険課
                      （☎232-4912）

7:30～ 菊陽町役場・健康保険課
                      （☎232-4912）

鈴木さん（☎090-4517-8619）

10   土
ＳＡＮ企画（☎232-2565）
あすなろ学習館（☎293-3584）

9:30 10:00 17:00

関係者のみ

関係者のみ6   火

　8月21日、大津町生涯学習センターで「菊池郡市童話発表会」が開催されました。この大会には、町代表として、菊陽
西小学校2年森環那さんと武蔵ヶ丘小学校3年蓑田一磨さんが出場。夏休み中の練習の成果を見事に発揮し、身ぶり
手ぶりを加えながら表情豊かに発表しました。その結果、森さんは優秀賞を、蓑田さんは最優秀賞を受賞しました。
　最優秀賞に選ばれた蓑田さんは、10月25日（日）にアスパル富合で行われる「熊本県童話発表大会」に菊池郡市代表
として出場します。

図書館からのお知らせ
熊本県童話発表大会へ出場決定

作って遊ぼう：動物いないいないばぁ。
同じ形のティッシュペーパーの空き箱を２個持ってきてください。

28日（水）
三里木町民センター

ふれあい動物園（要予約）
※ひよこ、うさぎなどいろんな動物にふれあって遊べますよ。
※定員15組。10/13（火）受付開始。

20日（火）
白鈴園（陽だまり）

のびのび遊ぼう：リズムにのって親子のふれあいを楽しもう。
※リズムに合わせて身体を動かしながら親子のふれあいを楽しもう。

21日（水）
老人福祉センター

食育講座：おやつ作り（要予約）
※陽だまり菜園で収穫したえだまめを使って蒸しパンを作ります。
※定員15組。10/7（水）受付開始。

24日（土）
合志市飯高山
雨天時は白鈴園（陽だまり）

秋の公園で外遊び
※お父さんもお母さんも一緒に広い公園で遊びましょう。
※雨の時はおへや（白鈴園（陽だまり））で遊びます。

11/６（金）
白鈴園（陽だまり）

食育講座：芋掘り（要予約）
※定員15組。11/2（月）受付開始。白鈴園から芋畑まで歩いて
いける親子を対象とします。

■12   祝

お問い合わせください

12:00～16:00

12:00～16:00

※11/6（金）は「親子で食べよっ！キャロット特製離乳食（定
　員10組）」です。予約は11/2（月）の午後10時からです。定
　員になり次第締め切らせていただきます。

1819

がん複合検診

がん複合検診

日舞
近隣市町合同公売会

菊陽町文化祭舞台練習
菊陽町文化祭舞台練習
菊陽町文化祭舞台練習
菊陽町文化祭舞台練習
菊陽町文化祭リハーサル
菊陽町文化祭リハーサル

がん複合検診
平成21年度菊阿ブロック研修会

ピアノ・エレクトーン発表会

第8回進学情報展


