
☎24 - 2919 午前10時～午後７時 市立図書館 (アルネ・津山 4階） 

☎42 - 7032 午前10時～午後６時 加茂町図書館 (加茂町塔中） 

☎36 - 8622 午前10時～午後６時 勝北図書館 (新野東） 

☎57 - 3444 午前10時～午後６時 久米図書館 (中北下） 

4 日㈮ 
3 日㈭ 
2 日㈬ 

8 日㈫ 阿波公民館10:35～11:00 ⇒ 旧ＪＡ上加茂11:25～11:50 ⇒ 加茂小学校13:00～13:40 ⇒ めぐみ荘14:00～15:00 
7 日㈪ ときわ園9:50～10:20 ⇒ 高野公民館11:10～11:50 ⇒ 広野小学校13:00～13:30 ⇒ 弥生小学校14:30～16:20 

10日㈭ 勝加茂小学校10:15～11:00 ⇒ 新野小学校13:00～13:30 ⇒ 広戸小学校14:30～16:00 
9 日㈬ 向陽小学校10:15～10:45 ⇒鶴山小学校13:00～14:00 ⇒ 塩手荘14:40～15:10  

14日㈪ 秀実小学校10:15～11:00 ⇒ 中正小学校12:50～13:20 
16日㈬ 河辺小学校10:15～10:45 ⇒ 東小学校13:00～13:45 

11日㈮ 喬松小学校10:15～10:45 ⇒ 道の駅｢久米の里｣11:25～12:00 ⇒ 誠道小学校13:00～13:40 ⇒ 田邑公民館15:00～16:00 

1 日㈫ 佐良山小学校10:00～10:40 ⇒ 津山口駅前11:05～11:35 ⇒ 一宮小学校12:50～13:30 ⇒ 林田小学校14:30～16:00 

成名小学校10:15～11:00 ⇒ 清泉小学校13:00～13:40 ⇒ 大崎小学校14:40～16:15  

北小学校10:00～10:40 ⇒ 総社東第二遊園地11:10～11:40 ⇒ 高田小学校13:00～13:30 
高倉小学校10:15～10:45 ⇒ 衆楽公園駐車場（市役所東側）12:00～13:10 ⇒ 小原会館14:00～14:40 ⇒ 院庄公民館15:20～16:20 

●昔話のおはなし会 
　とき：12日㈯10：30～11：00 
●おはなし会　とき：27日㈰10：30～11：00 

●いっしょにあそぼ！０・１・２・３てくてく　　 
　とき：16日㈬10：30～11：30 
●こくちゃんの紙芝居劇場　とき：19日㈯15：30～ 

市立図書館：29日㈫

るび 

加茂町・勝北・久米図書館：７日㈪、14日㈪、21日㈷、
　28日㈪、29日㈫ ７日㈪、14日㈪、20日㈰、22日㈫、28日㈪ 

中央児童館・南児童館・加茂児童館　休
館
日 

休
館
日 

と し ょ か ん ・ じ ど う か ん

☎22 - 2099 午前10時～午後５時 中央児童館中央児童館 (山北） 

●わくわくタイム 
　とき：２日㈬～11日㈮までの開館日15：30～16：30 
　内容：手型アートを作ってみよう！  
●ふれあいデー　とき：23日㈬15：30～16：30 

☎46 - 2076 
月・水・木・金曜日 午後１時～５時　21日㈷は休館 
阿波児童館阿波児童館 (阿波） 

●絵本タイム　とき：３日㈭、15日㈫13：15～13：45 
●ワイワイあそぼ♪　とき：９日㈬10：30～11：30 
　対象：１、２歳児と保護者　定員：25組（先着順） 
　受付：２日㈬10：00～（電話のみ） 
●赤ちゃんあそぼ！ とき：16日㈬10：30～11：30 
　対象：１歳未満児と保護者　定員：20組（先着順） 
　受付：２日㈬13：00～（電話のみ） 
※今月の「ぺったん！の日（^^）」はお休みです 

☎24 - 4400 午前10時～午後５時 南児童館南児童館 (横山） 

け
い
じ
ば
ん 市立図書館

加茂町図書館

勝北図書館

久米図書館

3月
●ひなまつり　とき：５日㈯14：00～15：00 
　内容：ひなまつりにちなんだコンサートやお話 
●お話タイム　とき：９日㈬、25日㈮13：00～13：30 
●赤ちゃん広場　とき：10日㈭11：00～11：30 
　対象：１歳未満児と保護者　定員：10組（先着順）　 
　受付：１日㈫10：00～（電話のみ） 

●小さな子どものえほんのじかん 
　とき：毎週水曜日10：30～11：00 
●木曜ビデオ館　とき：毎週木曜日14：30～ 
　内容：3日＝「ノアの洪水」、10日＝「遺体　明日へ 
　の十日間」、17日＝「続元気法話～寂庵にて～１心に 
　寄り添う」、24日＝「続元気法話～寂庵にて～２切に 
　生きる」、31日＝「奇跡の庭　京都・苔寺」 
●マイトリーコンサート 
　とき：１日㈫14：00～15：00　出演：マイトリー（音楽 
　ユニット） 内容：楽器演奏、紙芝居・手遊びなど 
●むかし話を聞く会　とき：５日㈯14：00～14：30 
●おはなし会　とき：17日㈭11：00～11：30 
●ファミリーシアター 
　とき：21日㈷14：30～ 
　内容：「かわいいミッフィー」 
●小学生のための「物語をたのしむ会」　 
　とき：26日㈯14：00～14：40 
●立石おじさんとみんわのつどい 
　とき：27日㈰13：00～15：00 
　出演：立石憲利さん、津山語りの会いろりばた会員 
 

●おはなしタイム　とき：３日㈭、20日㈰10：30～11：00 
●本のリサイクル市　とき：５日㈯、６日㈰10：00～ 
　17：00（本が無くなり次第終了） 
●昔ばなしのじかん　とき：26日㈯14：00～14：30 

☎42 - 3168 午前10時～午後５時 加茂児童館加茂児童館 (加茂町中原） 

●平成28年度児童館子育てクラブ（グーチョキパー 
　クラブ）会員募集説明会 
　とき：３日㈭11：00～11：30 
　対象：０歳～未就園児と保護者 
●エアーマット・デー　とき：27日㈰、29日㈫、30日
㈬、31日㈭11：00～11：30、 
　14：00～14：30 
●お話タイム 
　とき：17日㈭11：00～11：30 

図書館情報は、 図書館 児童館 
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 くらしの　　知識

61
津山市食育推進
キャラクター
「しょくたん」

　「共食」とは、家族や仲間、職場や地域の人などと、共に
食事をすることです。みんなで一緒に食べると会話も弾みま
す。今回は、手軽にできるケーキを紹介します。みんなで一
緒に作って食べて、楽しんでみませんか。

みんなで作って
　一緒に食べてみませんか

米粉のアップルケーキ

問健康増進課☎32-2069

“中１ギャップ”ってご存知ですか？
～子どもが中学校に進学したら～

学校のこと、友だちのこと、
　　家族のこと、
　気軽に相談してください

　皆さんは“中１ギャップ”という言葉を聞いた事
がありますか？
　中１ギャップとは、徒歩通学が自転車通学に変わ
ったり、部活動で帰宅時間が遅くなったりするなど、
生活のリズムが大きく変わることで戸惑いを感じ、
新しい生活にうまくなじめないことです。
　また、中学校では教科ごとに先生が変わったり、
小規模の小学校から大規模な中学校に進学したりす
ることで、学校生活になじめなくなる子どももいま
す。
　子どもによっては、このような戸惑いや緊張の連

うね」など、温かく声を掛けることが必要なのでは
ないでしょうか。

マイナンバー制度に便乗した
詐欺に注意！

困ったときの相談先　市民相談室☎32-2057、
　土・日曜日は県消費生活センター
　☎086-226-0999

【事例】
　ある日、市役所の職員を名乗る女性が訪ねて来て、
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査し
ています」と言われたので、資産や保険の契約情報な
どをつい言ってしまいました。
【注意】
　マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自
治体の職員が、家族構成や資産、年金・保険の契約
情報などを聞くことはありません。来訪の申し出が
あったら断り、同様の内容の電話が掛かっても、す
ぐに切りましょう。万が一、金銭を要求されても決
して支払わないようにしましょう。

マイナンバー制度に関するお問い合わせは
☎0120-95-0178（通話料無料）

　月～金曜日＝午前９時30分～午後10時
　土日・祝日＝午前９時30分～午後５時30分

なるほ
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なるほ
ど！

豆豆 くらしの　　知識 くらしの　　知識

毎月19日は食育の日 ６月は食育月間、毎月

　自分勝手でルールを守らない、わがままな
子どもに育てないためにはどうすれば良いで

　　　すか？

　「自分さえ良ければいい」「ルールを守ら
ない」という人は、協調性が無く、人からも

信頼されません。そういう子どもに育てないために
は、間違った行動に対して本気で叱り、その場で正
すことが大切です。
 保護者自身も社会の一員であることを認識し、自
分勝手に叱るのをやめて、どうして叱るのか、理由
をしっかり伝えながら叱るようにしましょう。気分
や感情に流されず、一貫性をもって叱ることが必要
です。
 また、親の言葉に説得力を持たせ、子どもに信頼
され、尊敬されるためにも、大人自身が、普段の生
活からルールに反することなどをしないように気を
付けましょう。

　今月のポイント

家族のこと、友だちのこと、
　青少年の悩みごと、
　　　　　ご相談ください

さあいざ、はろーごー

津山市青少年育成センター

市役所東庁舎３階☎31-8650

１個当たり栄養価
エネルギー102㎉、たんぱく質1.8ｇ、脂質3.3ｇ、カルシウム
22㎎、食物繊維0.2ｇ、塩分0.1ｇ

１杯当たり栄養価
エネルギー59㎉、たんぱく質3.9ｇ、脂質3.3ｇ、カルシウム57
㎎、食物繊維1.7ｇ、塩分0.3ｇ

【材料（６個分）】 
米粉…60ｇ
ベーキングパウダー…２ｇ(小さじ 1/2)
卵…1個
砂糖…40ｇ
プレーンヨーグルト…50ｇ
サラダ油…大さじ１
リンゴ…1/4 個
アルミカップ（８号）…６枚

【作り方】
①リンゴをよく洗い、皮付きのまま１㎝角に切る
②ボールに卵と砂糖を入れてよく混ぜておき、その中にプ
レーンヨーグルトを加えて混ぜる

③米粉とベーキングパウダーを❷に入れて混ぜ、さらにサ
ラダ油とリンゴを加えて混ぜる

④アルミカップに❸を入れ、180℃に温めたオーブンで
20分程度焼く（竹串などをケーキに刺して、生地が竹
串につかなければ完成）

-間違った行動はしっかりと叱る-

暴力は、相手が誰であっても、ど
のような理由があっても、決して
許されるものではありません。
　ＤＶ（配偶者や恋人からの暴
力）、性犯罪、売買春、人身取引、
セクハラ、ストーカー行為などの
被害者の多くは女性です。これは、
一般的に男性は女性よりも社会
的・経済的に優位な立場にあるこ
とが多く、そのような社会構造が
女性に対する暴力の一因になって
いると言われています。毎年、11
月12日～25日は、女性に対する暴
力をなくす運動期間です。暴力は
社会が克服すべき重要な課題であ
り、人権侵害です。この運動期間
をきっかけに女性に対する暴力に
ついて考え、暴力のない社会づく
りを進めましょう。
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