
9月子 育 て 予 定 表

高富児童館 休館日  3日、10日、17日、18日、23日、24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　教室時間　10時～11時30分　　昼食および交流会　11時30分～14時　※随時受付中

■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

2日（土）
13時～15時

高富児童館まつり
対象：幼児～小学生と

その保護者

市内の小学生が中心となって計画した
遊びがいろいろ。みんなで一緒に楽し
もう！

なし お茶、タオルなど

9日（土）
13時30分～15時

サイエンス講座
～手づくり入浴剤をつくろう～

対象:市内小学生

重曹をつかって、お風呂に入るのが楽
しくなっちゃうアイテムをつくろう！
※定員になり次第締め切り

10人 お茶
※材料費　100円

日　時

11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～

  7日（木）、14日（木）
10時30分～11時30分（雨天中止）

水遊びをしよう！
※水着着用、おむつが取れていないお子さん
は水遊び用のおむつを着用してください。

  9日（土） 13時30分～ お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう！

21日（木）、28日（木）
10時30分～11時30分（雨天中止） 砂場であそぼう！

日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 31 1 2

3
休み

4 はじめてさん
の日

5 妊婦さん
集まれ～

6 7 アレルギー支援
ネットワーク

8 9

10
休み

11 0歳児さん
集まれ～

12 13 14 アラフォーママ
集まれ～

15 16 ワーキングママ
集まれ～

17
休み

18
休み

19 20
お仕事座談会

21 22 23
休み

24
休み

25 2歳児さん
集まれ～

26 27 ぽっぽクラブ
※10:30～12:30

28 双子・三つ子
ちゃん集まれ～

29 30

教室名 対　　象 日　時 場　所 内　容 持ち物など

ベビママ ３カ月～７カ月くらいの
お子さんと保護者（全地域）

5日（火） 高富児童館 プレリズム遊び お茶など
19日（火） 高富児童館 発達について お茶など

ミルキー ８カ月～１歳くらいの
お子さんと保護者（全地域）

12日（火） 高富児童館 プレリズム遊び・メリーボトル作り お茶など
26日（火） 高富児童館 絵本を楽しもう お茶など

すくすく 1歳児と保護者（高富地域） 15日（金） 高富児童館 サーキット遊び 動きやすい服装、お茶、タオルなど
のびっこ 2～3歳児と保護者（高富地域） 8日（金） 高富児童館 はさみを使ってみよう お茶など
小鳩会 1～3歳児と保護者（伊自良地域） 15日（金） 古田紹欽記念館 お抹茶会 お茶など

つくしんぼ 1～3歳児と保護者（美山地域） 8日（金） みやまジョイフル倶楽部 はさみを使ってみよう お茶など

すくすく（高富地域1歳児）、のびっこ（高富地
域2～3歳児）、小鳩会（伊自良地域）、つくし
んぼ（美山地域）合同開催

22日（金） 美山中学校 美山中学校と交流会 お茶、タオルなど
29日（金）
※予備日

 10月6日（金）
東深瀬の芋畑 芋ほり

長靴、汚れてもいい服装、
帽子、軍手、着替え、持ち
帰り袋、お茶、タオルなど

※1日（金）9時から参加受付を開始します。（電話受付可）
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Information for Kids

子どもげんきはうす 休館日  ４日、１１日、１７日、１８日、１９日、２３日、２５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

9日（土）
10時～11時30分 アイロンビーズ 10人 お茶、ハンカチ

16日（土）
10時～11時30分

切り絵教室
～ウルトラマンのペン立て～ 10人 お茶、ハンカチ

内　容

～9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

13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

27日（水）
10時30分～11時30分

幼児と親が一緒になって、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（金）9時から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
【日時】 2日（土）、16日（土）、23日（土）、
    30日（土）
    10時30分～

おはなし隊がやってきます!
 550冊以上の絵本や児童書を積んで、『おはなし隊』のキャラ
バンカーが図書館と子どもげんきはうすにやってきます！
 キャラバンカーの本を手に取ってみたり、隊長さんによるお
はなしを聴いたりしてたくさんの本と出会えます。

日　時 行事名、内容 定 員
5日（火）、10日（日）、12日（火）、26日（火）
11時～11時30分 げんきタイム～親子遊び～ なし

5日（火）、12日（火）　10時～10時30分 わくわくタイム　～たこ釣り～ 各8組

14日（木）　10時30分～11時
28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 28日（木）10時～12時

テーマ うそをつく子どもと
親のあり方

日時 内容 会場
9日（土）

10時～11時5分
10:00～10:30　自由読書
10:35～11:05　おはなし会 図書館

24日（日）
10時～11時5分

10:00～10:30　自由読書
10:35～11:05　おはなし会 子どもげんきはうす
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