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1415 広報えびな2015年1月15日号広報えびな2015年1月15日号

図書館  2 月の予定 　2 月の予定

時間 / 9 時 45 分〜11時30分
移動サロン

中新田コミセン  3 日㈫
柏ケ谷コミセン  4 日㈬
北部体育館多目的室  5 日㈭
上今泉コミセン 10 日㈫
門沢橋コミセン  12 日㈭
国分コミセン 17 日㈫
国分寺台文化センター 18 日㈬
下今泉コミセン 19 日㈭
社家コミセン 24 日㈫
河原口自治会館 25 日㈬
大谷コミセン 26 日㈭
杉久保コミセン 2 月はありません

場所 / 保健相談センター３階
おやこふれあい広場

（月）～（土）　  9 時～11時 30 分
（月）～（金）　13時～16時　

場所 / 保健相談センター３階健康増進室

すくすく広場

  9 時～11時 30 分
13 日㈮ 14 日㈯
20 日㈮ 28 日㈯

13 時～16 時
  3 日㈫   5 日㈭
  9 日㈪ 10 日㈫
17 日㈫ 23 日㈪

場所 / 保健相談センター３階健康増進室

年齢別サロン

妊婦さんと１カ月～５カ月   6 日㈮ 13 時～16 時
６カ月～11カ月 12 日㈭ 13 時～16 時
１歳児 24 日㈫ 13 時～16 時
２歳児以上 25 日㈬ 13 時～16 時

サロン・広場は親子で遊んだり、親子同士の交流を深
めたりできる場です。サロン・広場内で子育ての相談
もできます。詳細は、子育て支援センターに問い合
わせ、または市ホームページをご覧ください。

申し込みは電話で子育て支援センターへ。
定員になり次第終了します。お 知 ら せ

　乳児人形を使用し、異物除去やＡＥＤを用いた心肺蘇生法などの実技を行います。　
▶日時　２月 19 日㈭ 14 時～ 15 時　▶場所　保健相談センター３階健康増進室　
▶対象　市内在住の平成 26 年３月～７月に生まれたお子さんと保護者　▶定員　親子
40 組（受講経験のある方、平成 26 年２月までに生まれたお子さんは入室できません）　
▶講師　赤十字奉仕団救急法指導員　▶申し込み　２月５日㈭から

幼児安全法講座

　赤ちゃんの足などをマッサージし、親子のスキンシップをとります。　
▶日時　２月 27日㈮ 14 時～ 15 時　▶場所　保健相談センター３階健康増進室　
▶対象　市内在住の平成 26 年９月～12月に生まれたお子さんと保護者　▶定員　親子60
組（受講経験のある方、平成 26 年８月までに生まれたお子さんは入室できません）　
▶講師　ベビータッチセラピスト・丹野絵美氏　▶申し込み　２月 13 日㈮から

ベビータッチ講座

有馬図書館☎（238）4646有馬図書館

　子どもたちが簡単な工作と遊びを楽し
む教室です。費用無料。直接会場へ。
▶対象　小学生（未就学児も保護者同伴
で参加可能ですが、小学生が多い場合は
ご遠慮いただくこともあります。未就学児
が参加できる時間は 15 時まで )
▶時間　14 時 20 分～16 時 20 分
▶その他　状況により、内容が変更にな
る場合があります。なお、えびな市民活
動センター・ビナレッジは、小学生のみ
が対象です。

巡回場所 日　時

大谷コミセン 11日㈬㈷・25日㈬
10 時30分～11時30分

柏ケ谷コミセン 11日㈬㈷・25日㈬
15 時～16時

国分寺台第４児童公園 12日・26日㈭
10 時30分～11時30分

東柏ケ谷小学校 12日・26日㈭
15時 ～16時

かしわ台児童公園 13日・27日㈮
15時 ～16時

柏ケ谷第２児童公園    4日・18日㈬
10 時30分～11時30 分

東柏ケ谷大道付児童遊園   4日・18日㈬
15 時～16時

浜田歴史公園   5日・19日㈭
10 時30分～11時30分

上今泉第２児童公園   5日・19日㈭
15 時 ～16時

えびな南高齢者施設    6日・20日㈮
10 時 30 分～11時

杉久保富谷児童公園    6日・20日㈮
15 時 ～16時

自動車文庫（雨天中止）
※読みたい本や探している本が棚にないときはリクエストを。

おはなしひろば
日　時 対　象

20日㈮
① 10 時 30 分～
　 10 時 50 分
② 11時 20 分～
　 11時 50 分

①＝１歳～２歳児向き
②＝３歳児向き
※いずれか１回

定例おはなし会
日　時

1日・8日・15日・22日㈰10 時30 分～11時

ブックスタート

全３回　ぬのえほんをつくってみよう

▶日時・会場　４カ月児健康診査時に配布のチラシ
をご覧ください　▶対象　５カ月～ 12カ月の乳児と
保護者　▶持ち物　母子健康手帳　▶その他　参加
は１回のみ。参加者には絵本を１冊進呈します。

▶日時　１月31日㈯・２月７日㈯・11 日㈬㈷ 10 時～
12 時　▶会場　門沢橋コミセン学習室　▼対象　全３回
出席できる方（市内在住・在勤の方を優先）　▶定員　先
着 15 人　▶費用　1,500円（材料費）　▶申し込み　１月
15 日㈭から、直接または電話で有馬図書館へ。

●有馬図書館休館日/23 日㈪
●中央図書館 /改修工事のため長期休館中

会　場 開催日

下今泉コミセン 13 日㈮

大谷コミセン 4 日㈬

門沢橋コミセン 20 日㈮

柏ケ谷コミセン 24 日㈫

勝瀬文化センター 19 日㈭

えびな市民活動センター・
ビナレッジ 6 日㈮

▶内容
「ひつじカレンダー」
（写真上）
「コロコロめいろ」
（写真下）
ほか

 つくってあそぼう2 月 問教育指導課 ☎（235）4926

ファミリー・
サポート・センター

講習会

　「発達と病気」「栄養と食事」「遊び方と接し方」「幼児安全法」を学びます。
▶日時　２月 14 日㈯９時～15 時 30 分　▶場所　保健相談センター３階会議室　
▶対象　新規援助会員希望者・援助会員・地域で子育て支援をしたい方　
▶定員　20人（生後６カ月からの保育あり。10人まで）　▶講師　看護師・栄養士・保育士・
赤十字奉仕団　▶申し込み　２月 10 日㈫までに、電話でファミリー・サポート・センターへ問☎（235）8300


