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「小学生チャレンジ体験学習」開催

町中央公民館では木工作家の橋元美穂さん指導のもと、吉

野桧を用いたノートパソコンスタンドづくりに挑戦。吉野町い

きいき木材工房の岩井彰久さん、林良昭さん、宮川雄二郎さ

んらのサポートを受けて完成させました。地域の方とふれあ

いながら“木のまち”の魅力を学ぶことのできた１日でした。

記載している各事業については、吉野町新型コ

ロナウイルス感染症対策本部等の指示により、

変更・中止となる可能性があります。

令和４年 成人式・新成人の集い

期　日: 1月10日（祝・月）

時　間:9時～9時30分【受付】
9時30分～9時50分【集合写真撮影予定】
10時～10時30分【式典】　　
10時40分～12時【新成人の集い】　

会　場:吉野町中央公民館大ホール

備　考:車でご来場の方は、河川敷駐車場をご利用
ください。

生涯学習情報
申問     教育委員会事務局 生涯学習課 　TEL（３２）5268　FAX（３２）５６８９

〒６３９－３１１１  吉野町上市133　e-mail：syakai_e@town.yoshino.lg.jp

※内容に変更等があれば、文字ニュースもしくは次号の生涯学習情報でお知らせします。
　　 　※ご不明な点や申し込みについては、上記までご連絡ください。

吉野町文化協会４５周年
文化功労者表彰式

11月3日（水）、町中央公民館で吉野町文化協会４５

周年文化功労者表彰式が行われました。この表彰

は、文化協会が５年毎の創立周年事業として開催さ

れています。永年にわたり、文化協会の発展に尽力、

町の芸術文化振興に貢献された方に対し町文化協

会が感謝状を贈呈しています。今回は下記の10名

の方々が表彰されました。

榊原　重雄 （上市）　 ・　向井　英彌 （上市）

澤井　政人 （上市）　 ・　杦中　幸美 （樫尾）

紙森　利美 （窪垣内） ・　松岡　　一 （南大野）

大村　　陽 （吉野山） ・　松田　重雄 （楢井）

岩井　彰久 （飯貝）　 ・　本迫　宏典 （上市）

（敬称略・順不同）

町ホームページ（子育て・
母子保健情報）はこちら➡

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育てに関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。臨床心理士がお待ちして
います。※事前にお申し込みください。

子育て相談 1月22日（土）1３:00～ 1６:00

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてい
ます。※申込は不要です。

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

子どもに関する
定期出張相談

吉野町
中央公民館

高田こども家庭
相談センター
℡0745（22）6079

相談担当者：児童福祉司・児童心理司
（高田こども家庭相談センター職員）
※事前に電話でご予約ください。

１８歳未満の子ども
と保護者2月18日（金）10:３0～ 1６:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

すこやか相談

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

1月28日（金）
保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター

NTT  ℡（32）0521
I P   ℡（39）9079

10:00～
 11:00

就学前のお子さんを対象に心理士による相
談を行います。※事前にお申し込みください。

就学前児と
保護者2月  4日（金）13:00～ 16:00

1月1３日（木）
1月20日（木）
1月27日（木）
1月11日（火）
1月18日（火）
1月25日（火）

未就園児と
保護者

「木のおもちゃをつくろう」
※事前にお申し込みください。子育て講座 1月13日（木）10:30～ 11:30

親子で気軽に集まり、自由に過ごします。
※ご都合の良い時間にお越しください。
　（申込不要）

吉野町
中央公民館

よしの
こども園

よしのこども園
わかばこども園

よしの
こども園

教育委員会事務局
教育総務課
I P   ℡（32）0190

母子保健事業（保健センターにて）　　　　　　　　　　　　　　　問℡（32）0521【NTT】・（39）9079【IP】

木の子文庫さんによる『絵本の時間＆
お話』
※当日までにお申し込みください。

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊娠中の方1月14日（金）10:00～ 11:00

1月17日(月)

1月２1日（金）

  R3年7月30日～R3年9月17日生
  R3年4月30日～R3年6月17日生

  R2年4月～R2年6月生
  H30年5月～H30年7月生

４ か 月 児 健 診
7か月児健診・BCG予防接種
1 0・1 2か月児健診
１歳 6 か 月 児 健 診
３歳６か 月 児 健 診

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：30～１4：00
１３：15～１3：30
１4：00～１４：30
１３：30～１4：00
１３：00～１3：30

R3年1月30日～R3年3月17日生 R2年11月30日～R3年1月17日生

図書室情報

「吉野町中央公民館（５階） 図書室」
開館日時：（水曜日）13時～16時30分

【 5日、12日、19日、26日 】

（土曜日）9時～12時、13時～16時30分
【 8日、15日、22日、29日 】

※年始は、1月5日（水）より開きます。

※図書の貸出：1人5冊まで、2週間借りられます。
町内在住・在勤の方が対象です。

「りゅうもんぶんこ　こどもライブラリー」
場　所：吉野町中央公民館 1階
開館日：（水曜日） 12日、19日、26日
時　間：10時～12時、13時～16時30分
【イベント】
12日 「つかもう！おとし玉」

※年始は、1月12日（水）より開きます。

※詳しくは、こども園・小学校でお配りする「こども
　ライブラリーだより」をご覧ください。

11月21日、小学生チャレンジ体験学習「まちの良さを知ろう！

～人と木と～」を開催しました。

参加児童は、梅本清次さん（飯貝）の工房を訪ね、かんながけ

体験などをおこないました。

梅本さんの工房 橋元さんの講座

地域・学校
パートナーシップ

事業
（町教育委員会
生涯学習課）
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