
～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

図　 書　 館
問い合わせ

図書館ホール ２３２-７７５６
２３２-０４０４

※準備、リハーサルなどは記載しておりません。　☆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7月分のホール予約を、1月 10 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）。

ほんの森ほんの森ほんの森
菊陽町図書館だより

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、１日・３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。
※ミニキャロットは１月５日（火）から活動開始です！お楽しみに！

9日（水）　身体測定
16日（水）　クリスマス会（要予約20組）
18日（金）　誕生会（要予約。カード・写真準備します）
24日（木）　祝日振替（要予約15組）
※利用時間　12月28日（月）午前10時～午後2時
　　　　　　1月4日（月）午前10時～午後4時

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。
※行事の予約は12/2（水）からになります（土日を除く）。
※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

プログラムベビー＆マタニティー

4日（金）
【保育園の先生とお話しよっ☆】
※お子さんのことについて保育士と
　お話してみませんか？

プログラム日にち・場所
9日（水）

菊陽杉並木公園さんさん
（雨天時は管理棟）

【クリスマスを楽しもう♪】
※お楽しみにっ!!

18日（金）
武蔵ヶ丘コミュニティセンター

【ママの休日】 手作りくらぶ
※クリスマスオーナメント作り　材料費100円

プログラム０・１歳 １歳以上

　菊陽町図書館では、新型インフルエンザの
感染拡大に伴い、12月に実施を予定しており
ましたすべてのおはなし会（冬のスペシャル
おはなし会を含む）を中止いたします。
　なお、１月以降の実施につきましては、新
型インフルエンザ流行の状況を見て判断いた
します。何卒ご了承ください。

12月のおはなし会中止のお知らせ

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

育児相談
育児相談

４日（金）
白鈴園（陽だまり）

クリスマス飾りを作ろう
※ぺたぺたのりづけを楽しもう。
※おしぼりを持参してください。

ベビーの日：おしゃべりタイム
※身体測定ができます。
※冬の健康管理や遊びの情報交換をしましょう。

作ってあそぼう：くるくる回るよかざぐるま
※トレーを２枚持ってきてください。

11日（金）
南部町民センター

15日（火）
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

菊陽町図書館ホール　平成21年12月 催し物

無料 どなたでも

無料 どなたでも
500円 どなたでも

2   水
5   土

関係者のみ

6   日

26   土 くあるとピアノ教室（☎090-1360-7330）

関係者のみ
20   日
19   土

美鈴幼稚園（☎338-6158）

ユリコバレエスタジオ（☎233-1735）

木の葉保育園（☎380-5225）

大津キリスト教会

菊陽町役場・健康保険課（☎232-4912）

Sound music 響（☎080-3953-7295 鍋島）

9:00 9:30 11:30
13:00 13:30 16:00
12:30 13:00 15:45

関係者のみ
関係者のみ

16日（水）
老人福祉センター

12:00～17:30
9:00～12:00

２日（水）
三里木町民センター

ダイナミックにお絵かき
※大きな紙に思いっきり落書きを楽しもう。
　壁にも落書きできるよ！

９日（水）
ふれあいの森研修センター

食育講座：おにぎり作り（要予約）
※かわいいプチおにぎりを作ってみましょう。
※12/11（金）受付開始。定員15組。

みんなに夢を クリスマス会（要予約）
※サンタさんも来るよ。
※12/4（金）受付開始。定員30組。

とことこ１歳：１歳児親子対象の集まりです
※芋スタンプを作って、ぺたぺたスタンプあそびをします。
※おしぼりを持参してください。

18日（金）
白鈴園（陽だまり）

みんなであそぼう：お正月あそび
※絵カードたくさん取れるかな？
　こまも作るよ。

※12/29（火）～ 1/3（日）は、陽だまりのおへやはお休みです。

1/8（金）
南部町民センター

1819

発表会練習

12月28日～1月3日　年末年始のため休館

菊陽町検診結果説明会

木の葉保育園 第30回発表会

ピアノ発表会

～音楽の小箱をあなたに～
大人のためのクリスマスコンサート2009

どなたでもSound music 響（☎080-3953-7295 鍋島）16:00 16:30 18:30 サウンドドリーム2009

X’masプレイズ（ミニコンサート）

ユリコバレエスタジオ“おさらい会”

●図書館からのお知らせ●
年末年始の休館について
■休　館　12月28日（月）から1月3日（日）まで
　この期間は完全休館となりますので、本やDVDなどの返却はできません。

■開　館　1月4日（月）から
　午前10時から通常どおり開館します。
　休館中はご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

14:30 15:00 16:00

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）

リーダーは半歩前を歩け　金大中というヒント

よくわかる中性脂肪

スピード「片づけ＆そうじ」88 の方法

岡本太郎 「太陽の塔」と最後の闘い

明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子

デパートへ行こう！

Ｔｒｏｉｓ トロワ

あるキング

心がぽかぽかするニュース　2008

素数たちの孤独

姜尚中／著　　集英社

栗原毅／監修　　学習研究社

アントラム栢木利美／著　　大和出版

平野暁臣／著　　ＰＨＰ研究所

太田治子／著　　朝日新聞出版

真保裕一／著　　講談社

石田衣良・佐藤江梨子・唯川恵／著　　角川書店

伊坂幸太郎／著　　徳間書店

日本新聞協会／編　　文藝春秋

パオロ・ジョルダーノ／著・飯田亮介／訳　　早川書房

〈平成21年10月28日現在確定分〉

16日（水）

【わくわくお正月製作♪】
※ハサミ、のり、クレヨンをご持参ください。

【クリスマス☆オーナメント作り】
※小麦粘土でかわいいオーナメント作り☆8日（火）

11日（金）

3日（木）

【おいしぃー !! 人参引き遠足】
※先着20組限定！菊陽の人参畑集合！

10日（木） 【ミニキャロット全員集合 !!】
※光の森ゆめタウン集合です。遊びに来てね！

1日（火）

24日（木）

【お楽しみっ☆キャロットクリスマス会】
※先着３０組限定！１２/２（水）午前１０時受付開始

【12月の合同☆お誕生会】
※お誕生児の方はお申し込みください。

22日（火） 【ミニキャロット体操教室】先着30組限定！
※体操の先生と楽しく体操しよう！０・１歳児対象

お問い合わせください

無料
23   水
23   水


