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す こ や か ちゃん

ミュージアム・インフォメーション
鳥の博物館☎7185−2212

楽

テーマトーク

渡り鳥のふしぎ

渡り鳥のふしぎ

日時 7月20日㈯午後1時30分～2時15分（午後1時
15分開場）

かなざわ

あゆむ

つ か は ら

金澤 歩ちゃん

塚原

（東我孫子・1 歳 1 カ月）

場所 鳥の博物館2階多目的ホール
内容 渡り鳥の中には、繁殖地と越冬地を同じルートで
往復せずに、明らかに異なるルートで行き来する種がい

さくら こ

櫻子ちゃん

ることがわかってきました。春と秋で異なるルートをと
る鳥たちはなぜそうしているのか、国内外で報告された ▲アラスカで標識放鳥され、
千葉県で見つかったムナグロ
研究結果から検討します。
講師 仲村昇さん（（公財）山階鳥類研究所保全研究室研究員）
定員 当日先着50人（申込不要） 費用 無料（要入館料）

（我孫子・1 歳 2 カ月）

にこにこ笑顔がトレード
マークのあゆむ君。焦ら
ずゆっくりと元気いっぱ
い歩んでいってね！

櫻子が生まれて家族みん
な毎日幸せだよ！にこに
こ笑顔をいつもありがと
う♡ずっと大好きだよ♡

楽 第84回企画展「世界からみた日本の鳥」

子育て支援施設合同イベント

『みんなで遊ぼう』参加者募集
夏本番！涼しい室内で思いきり運動あそ
びを楽しみませんか。子育て支援施設のス

場所 アビスタホール
定員 先着50組（市内在住・在園の方）
持ち物 名札
7月31日㈬までに、各子育て支援施設（にこにこ広場☎7185－8882、
すくすく広場☎7185－1936、わくわく広場☎7185－2196、すこやか広場
☎7185－2247）
子育て支援センター☎7185－1915

子どものための科学実験講座
エコーマイクとおどるヘビ君をつくろう」

日時 8月7日㈬①午前10時～午後0時15分 ②午後2時30分～4時45分
場所 ①図書館布佐分館第1会議室 ②アビスタ第2学習室
講師 坂口美佳子さん（科学読物研究会）
対象・定員 小学4年～中学3年生、先着各36人 費用 無料
7月2日㈫から図書館アビスタ本館に電話または各館カウンターで受付
図書館アビスタ本館☎7184－1110

図書館のおはなし会
おはなし会

対象

絵本の読み聞かせと語り
4～9歳くらいまで

アビスタ本館☎7184ー1110
（7月～9月） 時間までに
お集まりください

場所・時間

7月

8月

9月

アビスタ本館 14時〜14時30分

13日㈯・20日㈯

10日㈯・17日㈯

14日㈯・21日㈯

7日㈰・28日㈰

4日㈰・25日㈰

1日㈰・22日㈰

布佐分館 11時〜11時30分

親子で楽しむおはなし会
対象 0～3歳までと保護者
場所・時間
アビスタ本館 10時40分〜11時
布佐分館 10時40分〜11時

内容 日本列島は、地球の陸域面積の1%にも届き
ませんが、大陸から隔離された環境であるため、す
み着いた鳥たちが独自の進化を遂げ、多くの固有種

〈共通〉入館料

絵本の読み聞かせとわらべうた・手遊び
7月

8月

9月

11日㈭・25日㈭

8日㈭・22日㈭

12日㈭・26日㈭

11日㈭

8日㈭

12日㈭

そよかぜおはなしタイム 絵本の読み聞かせ※荒天中止

300円（高校・大学生200円、中学生以下・70歳以上無料）

ミニ手賀沼を生き物たちでいっぱいに!!
日時
場所

7月20日㈯午前10時～正午※小雨実施・雨天中止
手賀沼親水広場ミニ手賀沼（水の館西側玄関前集合）

内容

市民図書館開館40周年記念事業

「おっと音の実験だ

7月13日㈯～11月24日㈰
鳥の博物館2階企画展示室

を育んできました。今回の企画展では、日本とその ▲日本固有種の一つ、ヤマドリ
周辺にしか分布しない鳥を取り上げ、海外から訪れる皆さんにも喜んでもら
えるような、
“日本らしい鳥”を紹介します。

タッフと一緒にみんなで遊びましょう！
日時 8月6日㈫午前10時30分～11時30分
（10時15分開場）

楽

期間
場所

水生動物を調べてから水草植え。プレゼントあり。

募集 当日先着50人（小学3年生以下は保護者同伴） 費用 無料
持ち物 タオル、飲み物、帽子、着替え、ミニ手賀沼内に入るための靴
手賀沼水環境保全協議会☎043－223－3821（当日は関☎070－2804－
9178）

子育て応援情報

7月

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者
〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援
育園
マイ保
広場

放

園庭開

保育園で一緒に遊びや行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相談できます。
時間 10:00～11:00 各園に要登録（無料、随時受付）
つくし野

寿 湖北台 柏鳳
東あびこ
聖華みどり
根戸
24日㈬
5日㈮
4日㈭
3日㈬ 31日㈬
18日㈭
水あそび
七夕集会
七夕の会
スイカ割り 水遊び・どろんこ遊び

保育園などで園庭を開放しています。一緒にいろいろな経験をしましょう。
期間 3月まで
（8月を除く） ※雨天中止 申込不要（無料）
保育課保育担当・内線459
ママ・パパと赤ちゃんの遊びの広場です。

クラブ 対象 1カ月～2歳前後 日時 24日㈬10時～11時30分
ぐるんぱ
場所・

布佐宝保育園☎7189－2744

楽 広場でパパを楽しもう!〈対象〉乳幼児とパパ
enjoyパパ
◎体操、ふれあい遊びなどを楽しみます

◎移動図書館青山台ステーション（柴崎台北公園）
場所・時間

7月

8月

9月

久寺家ST 14時〜14時35分

5日㈮

6日㈮

青山台ST 15時〜16時

17日㈬

8月は
お休みです

18日㈬

応援プロジェクト

日時 6日㈯11:00～11:20
定員 なし（申込不要）
にこにこ広場
〈にこにこパパタイム〉 内容 パパと子のお楽しみタイム!!

☎7185－8882
アビイクオーレ2階

日時 20日㈯ 10:30～11:30 定員 なし（要申込）
にこにこ広場
〈パパとあそぼう〉 内容 かわいい冒険家！魚つりごっこをしよう

・

日時 13日㈯11：00～11：20 定員 なし
（申込不要）
すくすく広場
〈すくすくパパタイム〉 内容 パパと子のお楽しみタイム!!

◎移動図書館久寺家ステーション（久寺家あけぼの公園）

あびこで
子育て

ふたごちゃん・みつごちゃんの会

☎7185－8882
アビイクオーレ2階

☎7185－1936
天王台1の24の4 ５階

〈対象〉ふたご以上の
乳幼児と保護者

日時 27日㈯10時30分～11時30分 費用 無料（要申込）
にこにこ広場☎7185－8882（10:00 ～17:00日曜日・祝日を除く）
場所・ ・
子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185－1915へ。

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）
●救急安心電話相談：☎#7009または☎03－6735
－8305
（平日・土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）
●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、
（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始
小児科○受付時間…9時～11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020

