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「音楽の祭典」
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ひがし幼稚園教育目標
げんきな子ども、なかよくする子ども、かんが
える子ども
ひがし幼稚園は、園庭が広く花壇にはたくさ
んの花が咲いています。園児たちはきれいに咲
く花を見ながら毎日水やりを楽しんでいます。
園児の登園方法は、親子登園またはバス登園
です。バス登園では年長・年中の園児が年下の
園児の面倒をよく見ていて、バスから降りると
すぐに手をつなぎ、その園児のクラスまで連れ
て行ってくれます。園生活に慣れるまでの間、
不安をもって登園する年少の園児にとっては安
心できる頼もしい存在です。
また、東地域では幼稚園、小・中学校、家
庭、地域が連携し、子どもたちの心身の健康な
成長を願い様々な取り組みを行っています。特
に給食関係では、小・中学校の献立に合わせ
て、家庭の協力を得ながら毎月２回「カミカミ
メニュー・繊維メニュー」を取り入れたお弁当
にしています。食の大切さと同時に、丈夫な歯
やあごを作るなど健康な体作りが目的です。今
年度も虫歯ゼロを目指し、虫歯予防に地域全体
で取り組んでいます。

りぶらんだより

ホット
情報

おおたに や す こ

「おじゃる丸 マロのゆ
かいな世界」

10月20日㈯
午後１時55分～２時15分
本が好き
になる!!

こどもたちが本を愛するように。

ちびっこおはなしのくに
■日時 10月４日㈭・18日㈭
午前11時～11時30分
■会場 おはなしの小屋
■対象 ０歳～３歳程度

にし

おはなし会
■日時 10月13日㈯・27日㈯
午前11時～11時30分
■会場 おはなしの小屋
■対象 ３歳～小学生低学年

E xhibition
本の展示

大人の本

「ちいさい秋みつけた」

「鉄道（てつどう）の日」
10月14日は鉄道の日。どんな電車があるの。何を運ぶの。本を
通して電車に触れてみましょう。

内2384

◎市立図書館 ▶開館時間 平日10：00 ～20：00
☎㉓3250
土・日・祝日９：30 ～18：00
▶休 館 日 月曜日、第１水曜日
（ただし、祝日の場合は開館し、翌日は休館）
◎表郷図書館 ▶開館時間 10：00 ～18：00
☎㉜4784
▶休 館 日 祝日、火曜日、第１水曜日
《おはなし、よんで！（０歳～小学生対象）》
Event
■日時

毎週土曜日／随時

図書館の
情報を!!

いわむらかずおさん講演会

「14ひきのシリーズ」などで著名な絵本作家
のいわむらかずおさんを迎え、講演会を開催
します。いわむらさんは現在、栃木県那珂川町
に「いわむらかずお絵本の丘美術館」を開館し、
絵本・自然・子どもをテーマに活動しています。
◦日 時 11月３日㈷ ／午後１時30分から
◦会 場 地域交流会議室（多目的ホール）
◦内 容 講演「絵本と自然とこども」、トー
クイベント、サイン会
◦定 員 200人
※入場は無料ですが、整理券が必要です。整
理券は10月13日㈯から各図書館で、開館
時間中に配布します（休館日を除く）
。配
布は先着順で一人２枚までです。
<プロフィール>
岩村和朗。昭和14年東京
生まれ。東京芸術大学工芸科
卒業。昭和50年に東京を離
れ、栃木県益子町の雑木林の
中に移り住む。
「14ひきのシリ
ーズ」や「こりすのシリーズ」
は国内だけでなく、フランス、
ドイツ、台湾などでもロング
セラーとなり、世界の子ども
たちに親しまれている。

月の話題
に触れる!!

山々が色づきはじめる10月。収穫・スポーツ・芸術・読書など
様々な秋を集めます。
こどもの本

しっかりと大きな声であいさつを
ランドセルの笑顔見守る地域の目
簡単なことから始めようボランティア
わがまちを誇りに思えるまちづくり

Information
図書館からお知らせ

毎月、季節に合わせた本を展示しています。

大谷康子さんはテレビの「題
名のない音楽会」に数多く出演
されています。
コンサートでは「アイネ・ク
ライネ・ナハトムジ―ク」など
の弦楽四重奏をわかりやすく表
現しています。ぜひ、ご覧くだ
さい。

「

」運

■日時

2005年作品

E vent

!

わ

①10月13日㈯
午後１時30分～３時10分
②10月17日㈬
午後６時30分～８時10分
■日時 10月20日㈯
午後１時30分～１時55分

催し案内

ま き と
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ら
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わ

2004年作品

「なかよしおばけ おば
けの地下室たんけん」
から３話

映画で感
性を磨く!!

■日時

1988年作品

から３話

k
chec

すすめ

市立図書館多目的ホールで上映
される映画です。入場無料です。

「ビートルジュース」

こども向け

図書館に行こう

しらか
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大人向け

⃝日にち 11月４日㈰
⃝会 場 市民会館（手代町）
⃝内 容
◇第１部（午前８時30分開演）
「小・中・高校生及び一般団体の合唱・合奏」
※入場無料
◇第２部（午後６時開演）
「大谷康子 弦楽四重奏団～古典からラテンまで～」
出演者…大谷康子（１ヴァイオリン）、田尻順（第２
ヴァイオリン）、青木篤子（ヴィオラ）、西
谷牧人（チェロ）
※入場料 大人1,000円、こども500円（４歳～高校生）
⃝チケット販売所
えきかふぇSHIRAKAWA、
ヲガタ楽器店、市民会館、文化
センター、東文化センター、マ
イタウン白河、本庁舎生涯学習
スポーツ課、各庁舎教育振興課

問本庁舎生涯学習スポーツ課☎㉒1111

▲今日のお弁当は「カミカミメニユー」

M ovie

熱!!

の
教育ろば
ひ

Libran

映画上映案内

第16回しらかわ音楽の祭典

こ

園長 飛知和喜美子

ょういく

■教育関係のホットな情報を皆さんへ

白河市立ひがし幼稚園

｛図書館の情報あれこれ｝

Library information

！

education information

手づくり絵本展

いろいろな、手づくり絵本が並びます。ぜひ
ご覧ください。
◦日 時 10月４日㈭～10日㈬ ／午前10時
～午後５時（休館日を除く）
◦会 場 地域交流会議室 中会議室３

◎大信図書館 ▶開館時間 10：00 ～18：00
☎㊻3614
▶休 館 日 月曜日、祝日の翌日
《絵で見るお話の会》
※10月はお休みです。

◎東 図 書 館 ▶開館時間 10：00 ～18：00
☎㉞1130
▶休 館 日 祝日、火曜日、月末日
《図書館であそぼう！》
Event

■日時 10月12日㈮・26日㈮/午前10時～午後４時
■対象 家族と同伴の０歳～小学２年生

広報白河
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