
○健　康　増　進　課 332-2069
○加茂支所市民生活課 332-7032
○阿波支所市民生活課 332-7042
○勝北支所市民生活課 332-7022
○久米支所市民生活課 332-7012

※費用は無料（津山再発見！！
　いきいきウォーキングを除く）

こどもの本

おとなの本

郷土の本

小さな子どもの
絵本のじかん

毎週水曜日
午前10時30分～ 絵本の読み聞かせ

えほんのじかん 毎週水曜日
午後３時30分～ 絵本の読み聞かせと簡単な工作

おはなしおば
さんがやって
くる！！

９日㈰
午前10時30分～＝｢おはなしとわらべうたであそぼ」
対象：０～３歳児、午前11時30分～＝｢おはなし
おばさんのおはなし会」対象：４歳～小学生くら
い　※親子・大人も可

ハローワールド ８日㈯
午後２時30分～

「ひいおばあさんの小さな家」（アメリカオレゴ
ン州のむかしのくらしのお話）講師：デニス・
ハロウェイさん　対象：小学３年生以上

木曜ビデオ館

第２日曜日（子ども向け）
第４日曜日（一般向け）
午後２時30分～

毎週木曜日
午後２時30分～

９日＝｢阪急電車の全記録」
23日＝｢ちひろビデオ館」

６日＝｢20世紀日本の地震災害」
13日＝｢恋愛準決勝戦」
20日＝｢吉川八幡宮当番祭」

ビデオシアター

休館日：25日（火）～10月３日（水）   特別館内整理期間のため

☆からすのたまごにいちゃん／あきやま ただし作／鈴木出版
☆おさるのおいかけっこ／いとう ひろし作／講談社
☆お化けパソコンレストラン／たかい よしかず作／童心社

☆塩の街／有川浩著／メディアワークス
☆一冊でわかる日本地図・世界地図 2007／正井泰夫著／成美堂出版
☆ナチュラルな空間にあう家具スタイルブック／主婦の友社

☆石蕗 3 ／豊岡妙子著／豊岡妙子
☆矢野峰人選集 １／矢野峰人著／国書刊行会

■休館日
中央児童館・ワイワイ児童館
　　　　　　　３日㈪、10日㈪、16日㈰、18日㈫、24日㉁、25日㈫
ぐりむ児童館　３日㈪、10日㈪、17日㈷、18日㈫、23日㈷、24日㉁
※阿波児童館の開館は、月・金曜日の午後１時～５時、水曜日の
　午前９時～午後５時（ただし８日㈯は開館）

●市立図書館のホームページから、オンラインレファレンス（調査・問い合わせ）ができます　http://tsuyamalib.tvt.ne.jp/

場　所　市役所東庁舎健診室

生後３～90ヵ月
未満の子ども

日

25日㈫、26日㈬
27日㈭、28日㈮

受付時間

13:30
～14:20

対　　象

元気な子どもを育てるために

骨密度測定

対　象　20歳以上の市内在住の人
※３日㈪までに予約してください

10日㈪
場　　　所

市役所東庁舎健診室
時　　間

 9:00～16:00
日

離乳食教室

ポリオ予防接種

場　所　市役所東庁舎健診室
☆対象者には個別に通知します

乳 児 健 診

１歳6ヵ月児健診

３歳 児 健 診

日

11日㈫、12日㈬

４日㈫、５日㈬

18日㈫、19日㈬

受付時間

13:00
～14:00

対　　象

高齢者歯科相談

対　象　65歳以上の人
※予約要
問い合わせ先　津山歯科医療センター
　　　　322‐4021

16日㈰
場　　　所

津山歯科医療センター（沼）
時　　間

 9:00～12:00
日

対　象　７～11ヵ月の子を持つ親
内　容　調理実習、試食、説明、個人相談
定　員　10人程度（予約要）
持ってくるもの　エプロン、三角きん、筆
　　　　記用具、おんぶひもなど

14日㈮
場　　　所

市役所東庁舎調理室
時　　間

10:00～12:00
日

津山再発見！！いきいきウォーキング

持ってくるもの　タオル、飲み物など
参加費　50円

18日㈫
場　　　所

下野田ウォーターパーク集合
時　　間

9:30～11:30
日

妊婦歯科検診

内　容　歯科検診・ブラッシング指導、カ
　　　　リオスタット（口の中の状態を知
　　　　る検査）、歯こうの染め出し（希望
　　　　者のみ）
定　員　18人（予約要、先着順）

16日㈰
場　　　所

津山歯科医療センター（沼）
時　　間

 9:00～12:00
日

「愛の献血」にご協力を

☆献血会場では、栄養士による食生活相談
　も行います

28日㈮

場　　　所

市役所本庁舎市民ロ
ビー

時　　間

10:00～11:30
12:30～15:30

日

30日㈰ 午前10時30分～ 絵本の読み聞かせと簡単な工作などおはなし 会

３日
（月）

４日
（火）

５日
（水）

６日
（木）

７日
（金）

11日
（火）

えほんタイム

おはなしタイム 16日㈰ 午後２時30分～ 絵本の読み聞かせと簡単な工作

映 画 会

いっしょにあそ
ぼ！ 0.1.２.３ 19日㈬ 午前10時30分～ ｢たんぽぽの家」による絵本、手遊び、エプ

ロンシアターなど　対象：０～３歳児

よみきかせの会 ８日㈯ 午後２時～ ｢たんぽぽの家」による絵本の読み聞かせ

６日㈭ 午前11時～

23日㈷ 午後２時30分～

絵本の読み聞かせと折り紙

「みにくいあひるの子・ふしぎなおたまじゃ
くし」 ところ：勝北公民館

３館の休館日：３日（月）、10日（月）、17日（祝）、24日（休）

６日㈭、20日㈭ 午後２時～２時30分絵 本 タ イ ム

おもちゃの病院

たんぽぽルーム

12日㈬ 午前10時～11時30分　内容：「元気
ッズ」による遊び、育児相談　対象：乳幼
児と保護者、妊婦

実 験 あ そ び
ザ・チャレンジ

わ く わ く
チ ャ レ ン ジ
手芸工作遊び

13日㈭＝絵本の朗読、紙芝居
27日㈭＝十五夜にちなんだお月様の話
とき：午後３時～３時30分

15日㈯ 午前10時～正午　内容：壊れたおも
ちゃの修理（モデルガン、ファミコン類は
不可）受付：午前10時～11時30分

26日㈬ 午前10時～11時30分　内容：骨密度
などの測定、育児相談　※予約要　ところ：
中原会館　対象：乳幼児と保護者、妊婦 問
い合わせ：加茂支所市民生活課432-7032
15日㈯ 午後１時30分～３時
29日㈯ 午後１時30分～３時　内容：色々な
遊びにチャレンジしてポイントを集めよう

３日㈪ 午後３時30分～４時30分　内容：簡
単な競技で競い合い、記録に挑戦しよう
８日㈯ 午前10時～11時　内容：牛乳パック
のブーメラン作り

絵 本 タ イ ム

８日㈯ 午後１時30分～３時マジックショー

赤ちゃんあそぼ！
19日㈬・26日㈬ 午前10時30分～11時30分
対象：乳児（1歳未満）と保護者　定員：各
15組　受付：５日㈬午前10時から（先着順）

12日㈬ 午前10時30分～11時30分　ところ：
福岡会館　対象：１・２歳児と保護者親子で遊ぼう

新しくはいった本
ときわ園10:00～10:30 ⇒ 高野公民館11:00～11:40 ⇒ 広野小学校13:00
～13:40 ⇒ 鶴山小学校14:40～15:50 ⇒ 田邑公民館16:15～16:45
佐良山小学校10:00～10:40 ⇒ 津山口駅前11:00～11:40 ⇒ 向陽小学校
13:00～14:00 ⇒ 林田小学校14:30～16:00
北小学校10:00～10:40 ⇒ 総社東第二遊園地11:00～11:40 ⇒ 高田小学
校13:00～13:30 ⇒ 河辺小学校14:35～16:00
高倉小学校10:15～10:45 ⇒ 市役所本庁舎12:00～12:40 ⇒ 一宮小学校
13:00～13:40 ⇒ 小原会館14:00～14:40 ⇒ 院庄公民館15:30～16:30
成名小学校10:15～11:00 ⇒ 清泉小学校13:00～13:40 ⇒ 大崎小学校
14:40～16:00
阿波小学校10:25～11:00 ⇒ 旧ＪＡ上加茂11:15～11:45 ⇒ めぐみ荘
13:00～14:00 ⇒ 広戸小学校14:40～16:00


