
6月子 育 て 予 定 表

高富児童館 休館日  4日、11日、18日、25日
問い合わせ  ℡22－4750　 HP  http://takatomijidoukan.jimdo.com/

■学童行事（市内小学生対象）

■中学生行事（市内中学生対象）

■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

■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
17日（土）

13時30分～14時30分 ロディヨガ ロディを使って、体感を鍛える運動をします。
※申し込み締め切り：14日（水） 13人 持ち物：お茶、タオル

備考：動きやすい服装

7月1日（土）
13時30分～15時

時間の
まほう使いになろう!

時間をどう使う？
自分の時間を増やすためのコツを知ろう。
※定員になり次第締切

15人
対象：市内小学4年生
から6年生
持ち物：筆記用具

日　時 行　事　名 内　容 定 員 持　ち　物

24日（土）
13時30分～15時

宿題をためない
自分になろう！

部活に勉強にやることはいっぱい。うまく
時間を使うには？
※定員になり次第締切

15人 持ち物：筆記用具

日　時

12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～

  3日（土） 13時30分～ パパと遊ぼう！
10日（土） 13時30分～ お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう！
15日（木） 10時30分～11時30分 砂場で遊ぼう！

日 月 火 水 木 金 土
28 29 30 31 1 アレルギーっ子

集まれ～
2 3

4
休み

5 はじめてさん
の日

6 妊婦さん
集まれ～

7 8 アラフォーママ
集まれ～

9 10

11
休み

12 0歳児さん
集まれ～

13 14 15 16 17 ワーキングママ
集まれ～

18
休み

19 1歳児さん
集まれ～

20 21
お仕事座談会

22 23 24

25
休み

26 2歳児さん
集まれ～

27 28
ぽっぽクラブ

29 双子・三つ子
ちゃん集まれ～

30 1

・各教室登録制になっていますが、途中参加も可能ですので、お問合せください。
・日程・持ち物など変更になる場合もあります。詳しくは高富児童館ホームページをご覧ください。

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）

  6日（火） 高富児童館 産後の話・バランスボール お茶、動きやすい服装
20日（火） 高富児童館 産後の話・バランスボール お茶、動きやすい服装

ミルキー 8か月～1歳くらいの
お子さんと保護者（全地区）

13日（火） 高富児童館 産後ヨガ（託児付） お茶、動きやすい服装、託児用
持ち物（着替え、おむつ、水分等）

27日（火） 高富児童館 プレリズム遊び お茶、動きやすい服装
すくすく（高富地区1歳児）、のびっこ（高富
地区2～3歳児）、小鳩会（伊自良地区）、つ
くしんぼ（美山地区）合同開催

  2日（金） 高富児童館 保育園・幼稚園の話 お茶など

16日（金） 伊自良中学校 伊自良中学校との交流会 お茶など
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Information for Kids

子どもげんきはうす 休館日  5日、12日、18日、19日、26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（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

3日（土）
10時～11時30分

元気な力で
ドッジボール なし お茶、タオル、帽子、上

靴（雨天の場合）

10日（土）
10時～11時 竹馬に挑戦！ 10人 お茶、タオル、帽子（雨天

の場合中止）

17日（土）
9時15分～11時30分

楽しいパン教室
～メロンパン・コーンパン～
※富岡公民館 集合・解散

15人 材料費400円、エプロン、三
角巾、お茶、ハンカチ、タッパー

24日（土）
10時～11時30分

工作教室
空き缶万華鏡 10人 お茶、ハンカチ、350ml

アルミ缶

内　容

～6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 日時 内容 持ち物

マミーサークル
（1歳児親子）

6月14日（水）
10時30分～11時30分 彦星♡織姫 お茶ほか必要なもの

マミーサークル
（2歳児親子）

6月28日（水）
10時30分～11時30分 彦星♡織姫 お茶ほか必要なもの

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。 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。

※1日（木）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】 3日（土）、10日（土）、24日（土） 10時30分～

日　時 行事名、内容 定 員

6日（火）、11日（日）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
11時～11時30分 げんきタイム～親子遊び～ なし

13日（火）、27日（火）　10時～10時30分 わくわくタイム　～アンパンマンの帽子～（申し込み必要） 各8組

  8日（木）　10時30分～11時
22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 22日（木）10時～12時

テーマ 子どものサインをキャッ
チする
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