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1・2・3・4・9・15・22・28・29日

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書
　を検索できます。

※2日（火）～4日（木）は蔵書点検のため臨時休館
※27日（土）は16:00閉館

一般書

児童書
CD

DVD

今月の一冊☆一般書☆

10月の休館日

『対岸の家事』
著者名：朱野 帰子
出版社：講談社
内容：家族のために「家事をすること」を仕事に
選んだ詩穂。娘とたった二人だけで繰り返され
る毎日に、自分の選択が正しかったのか迷う。
そんな彼女のまわりには、性別や立場が違って
も、同じく現実に苦しむ人たちがいて…。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

書　名 著者名 出版社
到達不能極 斉藤 詠一 講談社
ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社
影ぞ恋しき 葉室 麟 文藝春秋
七つの試練 （池袋ウエストゲートパーク14） 石田 衣良 文藝春秋
国宝 上 青春篇 ･下 花道篇 吉田 修一 朝日新聞出版
PIT 特殊心理捜査班･水無月玲 五十嵐 貴久 光文社
緑のなかで 椰月 美智子 光文社
ドアを開けたら 大崎 梢 祥伝社
アンドロメダの猫 朱川 湊人 双葉社
TEN（テン） 楡 周平 小学館

タイトル 歌手名 発売元
ALL TIME BEST UVERworld ソニー・ミュージックレコーズ 
  斉藤 和義  
海のOh, Yeah!! サザンオールスターズ ビクター エンタテインメント
    日本コロムビア
  宮野真守 King Record

書　名 著者名 出版社
すきま地蔵 室井 滋 白泉社
アチチの小鬼 岡田 淳 偕成社
どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ 学研プラス
森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい 金の星社
おしごと おしごと なににする? なとり ちづ 福音館書店

ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント

ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント

歌うたい25
SINGLES BEST 2008-2017

MAMORU MIYANO presents
M&M THE BEST

NHK旅の音楽集
旅に出たくなる24の理由

アンサンブル・デ・ヴォワィヤージュ
ほか演奏

JVC KENWOOD
Victor Entertainment（販売）

タイトル 出演者 発売元
ナミヤ雑貨店の奇蹟  KADOKAWA
  KADOKAWA
君の名は。  東宝

怪盗グルーの月泥棒

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

おさるのジョージ 2
ゆかいな大冒険!

山田 涼介、西田 敏行
ほか出演
ターシャ・テューダー、
セス・テューダーほか出演
神木 隆之介、上白石 萌音
ほか声
ジェフ・ベネット、ニッキー・
ブライヤーほか声の出演
スティーヴ・カレル、エルシー・
フィッシャーほか声の出演

開催中

旅と鉄道とＬＲＴ

読書週間イベントを開催します!!

図書館に果物の木をつくろう！
　梨の実カードに皆さんがおすすめする本の紹介を書いてね。
　木にたくさんの梨を実らせよう♪

〈同時開催〉 消防の歴史
総合情報館展示室１

鉄道や旅、公共交通を知る

10月21日（日）まで
午前9時30分～午後5時
総合情報館展示室2
観覧料　無料

10月10日（水）～11月9日（金）
11

ＧＯＧＯビンゴ
　本を借りてビンゴに挑戦！何列ビンゴになるかな？
　子どもから大人まで誰でも参加できます。

22

オススメ本のミニ冊子無料配布
　情報館職員オススメの本をミニ冊子にまとめて配布します。
　本を借りるときの参考にしてください♪

33

地域のみんなで子育て応援！

問こども育成課児童保育係 ☎028（677）6024

ファミリーサポート事業

　 援助できる内容
①買い物などのリフレッシュや、学校行事に出かけ
る時の預かり

②保護者の病気や、冠婚葬祭などの急用時の預かり
③保育施設や習い事への送迎
④保育施設の時間外や休日、学校の放課後の預かり
⑤その他、育児に関して必要な援助

　 お子さんの預かり場所
　おねがい会員の自宅、まかせて会員の自宅、子育て
支援センターあっとほーむ・子育てひろばぴよぴよ
（開設時間内）※宿泊は不可

　 利用時間
月曜日～金曜日7:00～19:00…1時間あたり600円
上記以外の時間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始

…1時間あたり700円（実費負担あり）

　 会員になるには
　会員受付は、こども育成課で行います。

○おねがい会員（育児の手助けをしてほしい人）
対　象／町内在住または在勤で、生後6カ月～
　　　　小学6年生までの児童の保護者
持ち物／保護者の写真・お子さんの写真（3×2.5cm）
　　　　各1枚

○まかせて会員（育児のお手伝いをしたい人）
対　象／町内在住または在勤で、心身ともに健康

で積極的に援助活動を行うことのできる
20歳以上の人

持ち物／印鑑、資格を持っている人は証明できる
もの（例：保育士、看護師）

○どっちも会員
対　象／急用時は子どもを預かってほしいけれど、

時間がある時には子どもを預かることが
できる人

ファミリーサポートセンター提供会員養成研修を開催します

　ファミリーサポート事業は、子どもの保護者が「おねがい会員」として、子育てのお手伝いを
したい人が「まかせて会員」として登録し、町がその橋渡し役となります。有料となりますが、
会員同士が地域の中で一時的に子どもの世話を援助し合うものです。

　「まかせて会員」になるためには、研修を受ける必
要があります。地域ぐるみの子育てに協力いただける
人は、ぜひご参加ください。

申込／申込書をこども育成課窓口に提出　　持ち物／印鑑
申込期間／10月26日（金）まで
研修日程／11月2日（金）、16日（金）、19日（月）

日　　時 場　所 研 修 科 目 講　　師

11月2日（金）

11月16日（金）

11月19日（月）

8:45～

9:00～12:00

10:00～12:00

13:30～14:30

14:40～15:40

9:30～11:30

13:30～16:00

16:10～16:30

開講式

閉講式

役場大会議室

役場大会議室

役場大会議室 子どもの栄養と食生活 町栄養士

町保健師

臨床心理士

子どもの世話～安全・事故～ 祖母井保育園長

普通救命講習Ⅰ
※最新の受講日から3年経過して
いない人は免除

芳賀地区広域行政組合
消防本部
芳賀分署職員

子どもの心の発達とかかわり
～発達障害の理解とかかわり～
子どもの発達と病気
･母子支援制度について
･家庭支援のポイント
･小児看護の基礎知識

幼児期の発達の特徴と遊び 幼児教育センター幼児教育専門員
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