
5月子 育 て 予 定 表

高富児童館 休館日  3日、4日、5日、7日、14日、21日、28日
問い合わせ  ℡22－4750　 HP  http://takatomijidoukan.jimdo.com/

■学童行事（市内小学生対象）

■保護者のための交流ひろば　開催時間：10時～12時

■乳幼児教室の参加者募集　教室時間：10時～11時30分　昼食及び交流会：11時30分～14時

■エコマママーケット

■おもちゃ病院 ■遊びの提供（未就学児対象、申し込み不要）

日　時 行　事　名 内　容 定 員 持　ち　物

13日（土）
10時～11時30分

プリザーブドフラワーで
母の日プレゼントを作ろう

母の日に、手作りのプリザーブド
フラワーをプレゼントしよう。
※申し込み締め切り：9日（火）

15人 材料費：1,000円

20日（土）
10時～14時 大桑城山に登ろう！

大桑の城山登山に挑戦します。麓
から登り、頂上でお昼ご飯を食べ
て下山します。
※申し込み締め切り：15日（土）

10人
対象：小中学生（低学年は保
護者同伴）
持ち物：お弁当、飲み物、
タオルなど※動きやすい服装

6月3日（土）
10時～11時30分 ヒップホップをおどろう!

ヒップホップに挑戦。初めて
の子も大歓迎。
※申し込み締め切り：31日（水）

10人
対象：市内小学4年生から6
年生
持ち物：お茶、タオル、体育
館シューズ※動きやすい服装

日　時

8日（月）　10時～12時

内　容

壊れたおもちゃを修理します。

日　時 行　事　名

毎週月曜日 13時30分～
毎週水曜日 11時～ にじっこタイム～親子あそび～

  6日（土） 13時30分～ パパと遊ぼう！
11日（木） 10時30分～11時30分 砂場で遊ぼう！
13日（土） 13時30分～ お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう！

日 月 火 水 木 金 土
30

休み
1 はじめてさん

の日
2

妊婦さんの日
3

休み
4

休み
5

休み
6

7
休み

8 0歳児さん
集まれ～

9 10 11 アラフォーママ
集まれ～

12 13 ワーキングママ
集まれ～

14
休み

15 1歳児さん
集まれ～

16 17
お仕事座談会

18 19 20

21
休み

22 2歳児さん
集まれ～

23 24 25 双子・三つ子
ちゃん集まれ～

26 27
休み

28
休み

29 30 31 1 2 3

不要になったおもちゃや育児グッズ、子ども服、マタニティグッズなどのリサイクルフリーマーケットです。
▶日時　31日（水）　10時～12時

教室名 対　　象 日　時 場　所 内　容 持ち物等
ベビママ 3か月～7か月くらいのお子さんと保護者（全地区） 16日（火） 高富児童館 コラージュセラピー はさみ、のり、お茶など
ミルキー 8か月～1歳くらいのお子さんと保護者（全地区） 23日（火） 高富児童館 ケガ、事故の対処法 お茶など
すくすく 1歳児と保護者（高富地区） 19日（金） 高富児童館 開講式、手型足型をとる お茶など
のびっこ 2歳、3歳児と保護者（高富地区） 12日（金） 高富児童館 開講式、手型足型をとる お茶など
小鳩会 1歳児～3歳児と保護者（伊自良地区） 19日（金） 高富児童館 開講式、手型足型をとる お茶など

つくしんぼ 1歳児～3歳児と保護者（美山地区） 12日（金） 高富児童館 開講式、手型足型をとる お茶など
すくすく、のびっこ、小鳩会、つくしんぼ合同遠足 26日（金） 四国山 遠足、外遊び お弁当、お茶など
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Information for Kids

子どもげんきはうす 休館日  1日、3日、4日、5日、8日、15日、21日、22日、29日
問い合わせ  ℡23－2323

■学童行事（市内小学生対象） ■Happy Happy Birthday

■家庭教育フォロー講座■幼児サークルの参加者募集（年間登録）

■遊びの提供（未就学児対象）

日　時 行　事　名 定 員 持　ち　物

6日（土）
10時～11時30分 ドミノに挑戦！ 15人 お茶、ハンカチ

13日（土）
10時～11時

アレンジフラワー教室
～お母さんへ感謝をこめて～ 10人

材料費：600円
お茶、ハンカチ、
持ち帰り用の袋

20日（土）
10時～11時 一輪車に挑戦！ 10人 お茶、タオル、帽子

（雨天中止）

内　容

～5月のお誕生日のお友だち集まれ～
写真と手形で記念を残しませんか？

持ち物

Ｌ版写真1枚、身長、体重が分かるもの

教室名 対　象 開催日

マミーサークル
（1歳児親子）

平成27年4月2日～
平成28年4月1日生まれまで

10日（水）
10時30分～11時30分

マミーサークル
（2歳児親子）

平成26年4月2日～
平成27年4月1日生まれまで

24日（水）
10時30分～11時30分

幼児と親子が一緒になって、創作活動や集団遊びを一年を通して楽しく行います。
※行事によって開催日時の変更があります。

テーマをもとに子育てについて考え
てみましょう。※託児あります。

※2日（火）9時より参加受付を開始
します。（電話受付可）

問山県家庭教育研究所
　℡22-4569（代表：野沢）

おはなしひろば
 お子さんの対象年齢にあわせて本の読み聞かせをします。小さい
お子さんは保護者同伴でお願いします。

おはなしピーチクよみきかせ
【場所】 図書館本館 
【日時】 6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日（土） 10時30分～

日　時 行事名、内容 定 員

2日（火）、9日（火）、14日（日）、16日（火）、23日（火）、
30日（火）　11時～11時30分 げんきタイム～親子遊び～ なし

2日（火）、16日（火）、30日（火）　10時～10時30分 わくわくタイム　～アルミ缶万華鏡～（申し込み必要） 各8組

11日（木）　10時30分～11時
25日（木）　10時30分～11時、13時30分～14時

おはなしタイム
対象年齢にあわせて絵本の読み聞かせをします。絵
本、紙芝居の読み聞かせ、パネルシアター、エプロ
ンシアターなど

なし

対　象 子育てにかかわる人な
らどなたでも

場　所 子どもげんきはうす

日　時 25日（木）10時～12時

テーマ 「思いやり」ってどう育
てるの？
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