
12月子 育 て 予 定 表

高富児童館 休館日  3日、10日、17日、23日、24日、29日、30日、31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 ■遊びのひろば（乳幼児対象、申し込み不要）

日　時 行　事　名 内　容 定 員 持　ち　物

9日（土）
13時30分～15時

苦手を克服しよう!!
～なわとび編～

学校でもすることの多い、なわとび。苦
手だな、もっと上手になりたいなという
人、なわとび上達のコツを教えます。

15人
体操服、なわとび、
体育館シューズ、お
茶、タオル

16日（土）
13時30分～15時

お年玉をどう使う？
～お店屋さんごっこから
お金の大切さを知ろう～

物や食べ物、おもちゃ…、恵まれた環境にい
るとそれが当たり前となってしまいます。お金
は限りあるもの、お金は働いて得られるものと
いう基本的なことが体感できます。店長体験
からお金や仕事の大切さを一緒に考えよう。
※保護者も参加できます。

15人 お茶

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～

2日（土）　13時30分～ パパとあそぼう！
9日（土）　13時30分～ お兄ちゃん、お姉ちゃんとあそぼう！
21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
26 27 28 29 30 1 2
3 休み 4 はじめてさん

の日
5 妊婦さんの日 6 7 アレルギーっ子

集まれ～
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 1歳児さん
集まれ～

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 28 双子・三つ子
ちゃん集まれ～

29 休み 30 休み

31 休み 1 2 3 4 5 6

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 お金の話 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 栄養の話 お茶など

ベビママ（全地域3カ月～7カ月くらいのお子さん）、ミル
キー（全地域8カ月～1歳くらいのお子さん）合同開催 19日（火） 高富児童館 おんぶと抱っこの話 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）、ベビママ、ミルキー合同開催 8日（金） 高富公民館 クリスマス会 お茶など

すくすく 1歳児と保護者（高富地域） 1日（金） 高富児童館 カレンダー作り 写真など貼りたいもの、ハ
サミ、のり、お茶など

のびっこ 2～3歳児と保護者（高富地域） 15日（金） 高富児童館 カレンダー作り 写真など貼りたいもの、ハ
サミ、のり、お茶など

小鳩会 1～3歳児と保護者（伊自良地域）
※申し込みが必要です。材料費300円。 1日（金） 伊自良

中央公民館
親子でスイート
ポテトを作ろう!

エプロン、三角巾、マスク、15
㎝角以上のタッパー、お茶など

つくしんぼ 1～3歳児と保護者（美山地域） 15日（金） 美山ジョイフル
倶楽部 カレンダー作り 写真など貼りたいもの、ハ

サミ、のり、お茶など

日　時

11日（月）　10時～12時

内　容

壊れたおもちゃを修理します。
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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、23日、25日、29日、30日、31日
問い合わせ  ℡23－2323

■学童行事（市内小学生対象） ■Happy Happy Birthday

■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

お楽しみ会とお餅つき
（保護者の参加可） なし お茶、ハンカチ

16日（土）
10時～11時30分

プラバン工作
～ブローチとキーホルダー～ 10人 お茶、ハンカチ

24日（日）
10時～11時30分
13時30分～15時

しめ縄をつくろう！
午前・午後　2回開催 10人 お茶、ハンカチ

内　容

～12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

合同
13日（水）

10時30分～11時30分
会場：保健福祉ふれあい

センター
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

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。

※1日（金）9時から参加受付を開始します。（電話受付可）

日　時 行事名、内容 定 員
5日（火）、10日（日）、12日（火）、19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）、19日（火）　10時～11時 わくわくタイム　～クリスマスリース～ 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

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】 2日（土）、9日（土）、16日（土）、23日（土・祝）
    10時30分～

家庭教育フォロー講座
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。

【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】 21日（木）10時～12時
【テーマ】 お父さんの出番はいつですか？
問山県家庭教育研究所　℡22-4569（代表：野沢）
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