
○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

こどもの本

おとなの本

郷土の本

小さな子どもの
えほんのじかん

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

おはなし会 17日㈭
午前11時～

おはなしボランティア「あいあいスマイル」による絵
本の読み聞かせ、手遊びなど

大きい子の
お話の時間

12日㈯
午後３時30分～４時

おはなしボランティア「おっはなし会」による長い話
の絵本や物語の読み聞かせ

木曜ビデオ館

第２日曜日（家族向け）
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～

13日＝｢ムーミン谷の彗星」
27日＝｢夜回り先生　２｣

３日＝｢春の野草｣、10日＝｢吉川英治 宮本武
蔵｣、17日＝｢花おりおり １｣、24日＝｢ベン・ハ
ー」

日曜シアター
(旧ビデオシアター)

☆パンダの手には、かくされたひみつがあった！／山本省三作／くもん出版
☆モグといたずらぎつね／ジュディス・カー作／あすなろ書房
☆これって初恋なのかしら／北川亮司作／ポプラ社

☆Wish ／小手鞠るい著／河出書房新社
☆エイリアンの地球ライフ／泉流星著／新潮社
☆文禄・慶長の役／中野等著／吉川弘文館

☆企業ガイドみまさか 2009／若者の定住化推進委員会編／若者の定住化推進委員会
☆平成の大合併と地域社会の再編・活性化／美作大学地域生活科学研究会編／明文書房
☆いろはにこんぺいとう 第16号／いろはにこんぺいとう編集委員著／美作創作の会

■休館日
中央児童館・ワイワイ児童館
　　　　　　　７日㈪、14日㈪、20日㈰、28日㈪、30日㈬
ぐりむ児童館　７日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪、29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。５日㈯、26日㈯も開館

●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/

（阿波）

食生活相談

25日㈮

と　　こ　　ろ

市役所１階市民ロビー

時　　間

10:00～11:30
13:00～15:00

日

☆栄養士による食生活相談や体脂肪、腹囲
　の測定を行います

骨密度測定

対　象　20歳以上の市内在住の人
料　金　無料（予約要）

21日㈪

と　　こ　　ろ

津山すこやか・こども
センター１階　健診室

時　　間

 9:00～16:00

日

「愛の献血」にご協力を

元気な子どもを育てるために

25日㈮

と　　こ　　ろ

市役所１階市民ロビー

時　　間

10:00～11:30
12:30～15:30

日

ところ　津山すこやか・こどもセンター１階
　　　　健診室
料　金　無料  
☆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

15日㈫、16日㈬、
18日㈮
８日㈫、９日㈬、
11日㈮
22日㈫、23日㈬、
25日㈮

受付時間

13:00
～14:00

健　　診

母親歯科教室
～子どもをむし歯から守る学習会～

対　象　未就学児の親
内　容　歯科医師による家庭で実践できる
　　　　むし歯予防の話と歯科相談
定　員　20人（予約要）
参加費　無料
問い合わせ先　津山歯科医療センター
　　　　322‐4021

20日㈰
と　　こ　　ろ

津山歯科医療センター（沼）
時　　間

 9:30～10:30
日

休館日：22日（火）

４月から健診場
所は、

津山すこやか・
こどもセンター

（旧社会保険
センター）

に変わります

※一部、曜日・時間が変更になっています

クラフトテープの
カ ゴ 作 り

５日㈯ 午前10時30分～正午　受付：３月
21日㈮～31日㈪　参加費：100円　持って
来るもの：洗濯ばさみ10個

19日㈯ 午後１時30分～３時　内容：キッ
クベースボールをして楽しみましょうザ・チャレンジ

こ ど も
飛行機フェスタ

27日㈰ 午後１時30分～３時30分　内容：
紙飛行機を飛ばして遊びましょう。その
後は焼きそばを皆で作りましょう　参加
費：100円　受付：23日㈬まで

おもちゃの病院

19日㈯ 午前10時30分～正午
内容：病気になった（壊れた）おもちゃ
があったら持って来て、おもちゃのお医
者さんに診てもらいませんか？
※モデルガン・テレビゲーム類は不可。
おもちゃは１人１個まで

23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：15
組　受付：２日㈬午前10時から（先着順）

赤ちゃんあそぼ！

27日㈰午前10時30分～ 絵本の読み聞かせと簡単な工作おはなし 会

14日
（月）

15日
（火）

16日
（水）

17日
（木）

18日
（金）

24日
（木）

おはなしタイム 20日㈰ 午後２時30分～ 絵本の読み聞かせと簡単な工作

えほんタイム 10日㈭ 午前11時～ 絵本の読み聞かせと折り紙

いっしょにあそ
ぼ！ 0.1.２.３ 16日㈬ 午前10時30分～ ｢たんぽぽの家」による絵本、手遊び、折り

紙

３館の休館日：７日（月）、14日（月）、21日（月）、22日（火）、28日（月）、30日（水）

たんぽぽルーム ９日㈬、23日㈬ 午前10時～11時30分　対
象：乳幼児と保護者、妊婦

お花見しましょ ６日㈰ 午後１時30分～３時

親子で遊ぼう ９日㈬ 午前10時30分～11時30分
対象：１・２歳の幼児と保護者

10日㈭、24日㈭ 午後３時～３時30分絵 本 タ イ ム

21日㈪ 午前10時30分～11時30分
対象：乳幼児（０～２歳）と保護者親子で遊ぼう

新しくはいった本

読み聞かせの
会 12日㈯ 午後2時～ 「たんぽぽの家」による絵本の読み聞かせ

３日㈭、17日㈭ 午後２時～２時30分絵 本 タ イ ム

よもぎだんご
作 り

26日㈯ 午前10時～正午　受付：14日㈪から
(先着順)　定員：20人　参加費：100円　
持って来るもの：皿、はし、お茶、エプ
ロン、手ふき

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 ⇒ 一宮小学校
12:40～13:40 ⇒ 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 ⇒ 向陽小学校
13:00～13:40 ⇒ 小原会館14:00～14:40 ⇒ 院庄公民館15:30～16:30

阿波小学校10:25～11:00 ⇒ 旧ＪＡ上加茂11:20～11:50 ⇒ めぐみ荘
13:00～14:00 ⇒ 広戸小学校14:40～16:00

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

すい

NEW


