小郡市立図書館

問合せ先
TEL：0942‐72‐4319
FAX：0942‐72‐3501

図書館ではおはなし会はもちろん、様々な講座や講演会を行っています。
幅広い世代の方に参加していただいています。

おはなし会
～子どもから大人まで楽しめるひと時を～
●おはなし会（毎週土曜日15時～）
●「おはなしほっぺ」のおはなし会（毎月第3水曜日11:00～）
●「紙芝居文化の会」のおはなし会（偶数月第2土曜日11:30～）
●クリスマスおはなし会（12月）
●ぬいぐるみのおとまり会【昨年度】【今年度未定】

講演会

講座・体験

～読書がもっと楽しくなるお話～

～あなたの暮らしをより充実したものに～

●図書館海援隊講演会「お仕事発見シリーズ」
●小郡市「子ども読書の街づくり」家読講演会
●おはなしどんどん

●子どもと絵本講座（全3回）
●読書サポート講座
●マジック教室
●絵手紙教室
●おりがみ教室
●布の絵本講習会（全6回・1月～3月）
●ビブリオバトル部
【今年度未定】
●野菜作り教室【昨年度】

野田宇太郎文学資料館

問合せ先 (直通)
TEL：0942‐72‐7477

○野田宇太郎は・・・郷土が生んだ詩人～「文学散歩」の創始者～
明治42年小郡市松崎に生まれ、詩人・編集者・文学評論家として幅広く活躍しました。
ライフワークとなった「文学散歩」シリーズは、近代文学史上高い評価を得ており、その語は野田
が初めて創案したものです。また、藤村記念堂や博物館明治村・北原白秋生家保存など、文化遺産
の保存にも尽力しました。

●野田宇太郎生誕祭（10月下旬頃）
●野田宇太郎生誕祭献詩募集（9月上旬締め切り）
●野田宇太郎文学資料館企画展
●企画展記念講演会
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小郡市青少年育成市民会議
http://seisyounen.ogori.net/

★通常総会★
日程
場所

小郡市青少年育成市民会議事務局
小郡市大板井1180番地1 生涯学習センター内
TEL 72-2111（内線522）FAX 73-5222

★第27回おごおりっ子からのメッセージ★
日程
場所

平成30年5月13日（日）13時～
生涯学習センター七夕ホール

平成30年11月３日（土）午前中
文化会館 大ホール

市内小中高特別支援学校の児童や生徒による主
張大会です。

基調講演 濱砂 清さん
「大人の意識を変えませんか？」
平成30年度通常総会の基調講演として、濱砂清さ
んをお呼びします。濱砂さんは、30年ほど前、
ＰＴＡ
活動が母親中心に行われている中、子育てにはお
やじの力が不可欠と親父の会の福岡での設立に力
を注がれた経歴をもつ方です。今回は、大人たち
が、青少年の健全育成を見守るにあたり、
「 現在の
大人の意識を変えませんか？」というご提案をい
ただきます。

★校区実践発表会★
日程
場所

平成31年2月2日（土）13時～
生涯学習センター七夕ホール

各校区の青少年育成活動の取り組みを発表・報
告し、青少年育成の活性化を図ってきました。30年
度は、大原小学校区の発表です。
講演会は未定です。

★オアシス運動★

～生涯学習課との共催で開催予定～

ジュニアリーダー研修会（夏季・冬季）

平成29年度は市内小学校、一般より2,707言の
応募がありました。
～最優秀作品～
☆おはようで 元気な一日 はじまるよ
～優秀作品～
☆あいさつは 心つなげる だい一歩
☆親切は やさしい言葉と 思いやり
☆はずそうよ 心のロック あいさつで
～学校賞～ のぞみが丘小学校・立石小学校
三国小学校

夏季ジュニアリーダー研修会
＜対象：市内小学5～6年生＞
第1回 平成30年6月24日（日）9時～15時
「ジュニアリーダーって何だろう？」
第2回 平成30年7月8日（日）9時～12時
「諫早研修会に向けて」
第3回 平成30年7月29日（日）～7月31日（火）
「ジュニアリーダー研修会in諫早」

冬季ジュニアリーダー研修会
平成30年12月2日（日）9時～15時
※詳細は学校を通して配付の募集チラシをご覧下さい。

★子ども110番の家運動★

★ボランティアパスポート★

地域で子ども達の安心安全を守るために
「子ども110番の家運動」を推進しています。

子どもたちにボランティア活動に取り組んでも
らうきっかけとして、ふれあいボランティア事業を
始めました。どなたでも
参加できます。詳しく
は、
ＨＰをご覧ください。

★0歳期教育推進事業★
０歳期（胎児期～乳幼児期）は人間にとって最も
重要な時期であり、親や祖父母など大人たちが学
び、子育てについての認識を深めることは、とても
大切なことです。毎年1回0歳期教育推進のための
講演会を行っています。
平成30年9月8日（土）10時～
稲益義宏先生の食育講演会です。
「子どもが作るお弁当の日」の
お話しです。お楽しみに！！

★花いっぱい運動★
花を育てることを通じて大人も子どもも心が豊か
になるようにと願いをこめて「花いっぱい運動」に
取り組んでいます。春と秋の2回、市内の幼保・小・
中・高・特別支援学校・公共施設等に配付を続けて
います。
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子育てについての悩みや不安の相談をはじめ、子育て中の親子や家族の方が集い交流する場所の提供や、
園内開放、子育てサークルの育成・支援などを通じて、地域の子育てのサポートを行っています。

味坂保育園子育て支援センター

小郡市子育て支援センター
★子育て相談 ( 電話・来所・メール・家庭訪問・
のびのび教室等で受け付けています。)
★子育て情報の提供（広報のびのび通信等）
★子育てサークルの立ち上げや活動の支援

☆ 子育てサロン ＜月齢別に行っています＞
ゆりかご（およそ８か月未満）: 火曜日
赤ちゃん（およそ９か月～１歳６カ月未満）: 水曜日
※年齢は目安です。月に 3 回ほど開催
☆子育て相談（電話・来園・メール・サロン時）
☆子育てホームサロン（家庭訪問）
☆子育て情報誌
『げんきにあそぼ !』毎月発行
☆子育て講演会
☆講師によるママのストレッチ
・親子ダンス
～講師の先生による

◎のびのび教室（火曜日 10:00 ～ 11:30）
◎のびのびオープンルーム（金曜日 10:00 ～ 11:30）
◎のびのびキッズルーム（月１回 10:00 ～ 11:30）
２才半～就園前の親子対象
◎のびのび広場
◎のびのび講演会・リフレッシュ講座（託児付講座）

★一時保育『ぷちタイム』
随時、子育て支援ボランティアさんを募集し
ています。
お気軽に
お問い合わ
せください!!

親子ダンスの様子～

小郡市八坂２０１（味坂保育園内）園庭開放
【電話番号】080－3183－4958
【メールアドレス】
kosodatesien@softbank.ne.jp
お問い合わせ・子育て相談など
お気軽にどうぞ！

つどいの広場

のびのび親子クッキング
『べじたぶる☆わんだふる』の様子

ぽかぽか

三国が丘保育園子育て支援センター
★子育てプラザ
（キッズプラザ、ベビープラザ、オープンプ
ラザ）・キッズ英語、親子ふれあい運動、親子
リトミック、クラフト遊び、お話し会など。
★プラザ行事
季節行事、誕生会、運動会、子育て講座
★子育て情報誌
「ハッピープラザだより」毎月発行
★子育て相談
（電話、来園、メール、プラザ時）
※ハッピープラザで親子で元気に遊ぼう！！
ＴＥＬ ０９０－５２８８－１２５４
または ７５－８４６０（三国が丘保育園内）

★絵本の読み聞かせ、親子ふれあい遊び、ベビー
マッサージなどを行っています。
★子育て講演会
★子育て情報誌『つどいの広場 ぽかぽかだより』
毎月発行
★子育てに関する相談
電話・来所・メール・ひろばでも受付
子育て相談会、食事相談会も行っています
＊ひまわり館東野にある常設のひろばです。気
軽に遊びに来て下さい。
利用無料 予約はいりません
開室日時
月曜日から土曜日
午前９時から午後４時
休館日
日曜日・祝日
ひまわり館東野の休館日
住所・・小郡市三沢83-1
ＴＥＬ/ＦＡＸ・・75-7077
メール・・tsudoi@san.bbiq.jp

小郡市大崎828-1（大崎保育所内）
☎・FAX:73-5041
【Email】
kosodateshien5041@suo.bbiq.jp

ベビーマッサージの様子

お知らせ
すばる保育園子育て支援センターを開設します。詳しくは広報、チラシ等でご案内します。
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おじいちゃん,おばあちゃんと
おもちつき

旬の野菜を大切にした
食育・いもほり

三国幼稚園は

進んで環境に関わり、自他の良さを見つけ高め合う
明るい子ども 優しい子ども たくましい子どもを育てています！
その子のよさが光る
誕生会

《合い言葉》
「 み んなで
たのし く
に こにこ元気」

水に親しみ、みんなで楽しむ
プール遊び

友だちと力を合わせる
夏祭りや運動会・発表会
広い園庭で友だちとの
楽しい遊び

未就園児の友だちと遊ぶ
「なかよし広場」

★見学やお尋ねなど、いつでも気軽にお出でください。
小郡市立三国幼稚園

小郡市三国が丘6丁目72

○生活の仕方がわかり自ら活動

電話75-1108

○好きな遊びを楽しむ活動

（毎朝園長先生とジャンケンを （週２回は給食べんとうを食べ
します。今日は、ALTの先生も一 ています。）
緒です。）

（広い砂場で思いっきり遊び （竹馬やフラフープ、コマ回し
ます。）
にも挑戦しています。
）

小郡幼稚園の子どもたちは、遊び力を高め、
たくましく生きる子どもたちです!
○友だちと係り合って楽しむ活動

○自然と触れ合う活動

（身近な素材を使って作っ （大きなプールで友だちと
た 品 物 で お 店 や さ ん ごっ 水かけっこ！）
こ。友だちとの会話が弾み
ます。）

（にわとりやうさぎのお世
話もします。
）

（園庭の畑で芋ほり。芋かり
んとうのおやつにして食べ
ました。）

★見学やお尋ねなど、いつでも気軽にお出でください。

小郡市立小郡幼稚園

小郡市小郡1600-2
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電話72-5501

