
行事予定表

山　　内 増　　田 十文字 大　　雄

子育て支援センター
児童センター
（Ｙ2ぷらざ内）

朝日が丘児童センター
子育て支援センター
（さんない保育園内）

子育て支援センター
（ますだ保育園内
ひよこルーム）

子育て支援センター
りんごちゃんひろば（醍
醐保育園内）

つどいの広場ひらか
（アイリスハウス内）

子育て支援センター
（十文字保育所内
子育て支援室）

子育て支援センター
（大森子どもと老人の
ふれあいセンター内）

大森子どもと老人の
ふれあいセンター

子育て支援センター
（たいゆう保育園内）

1 水 ・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

2 木 ・七夕ウィーク　終日

・ぴよぴよらんど「フィンガー
ペインティング」11:00～11:30
乳幼児親子
・放課ＧＯ！「ドッジボール」
15:30～16:00 小学生
・七夕ウィーク(～7/7) 終日

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「七夕飾りを作ろう」
10:00～12:00 0歳～就園前親
子 当日先着5名

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「七夕飾りを作ろう」10:00
～11:30 未就園児親子 定員7
組 ※申込終了

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

3 金 ・七夕ウィーク　終日 ・七夕ウィーク　終日
・なかよし育児講座「七夕か
ざりを作りましょ」9:30～11:30
未就園児親子 ※申込終了

・ママッシュ！「歯磨き指導(ブ
ラッシング）・手指運動」10:00
～11:30 未就園児親子 ※た
んぽぽサークル活動

4 土 ・七夕ウィーク　終日
・七夕ウィーク　終日
・さがしちゃお！「もじもじさが
し」10:30～16:30 希望者

5 日 ・七夕ウィーク　終日
・七夕ウィーク　終日
・さがしちゃお！「もじもじさが
し」10:30～16:30 希望者

6 月 ・七夕ウィーク　終日 ・七夕ウィーク　終日

・ひよこちゃんタイム「七夕飾
り作り！」11：00～11：30 乳
幼児親子※利用者が多い場
合は制限あり

・なかよしルーム「お外で遊ぼ
う」10:30～11:30 未就園児親
子  大森保育園

7 火
・たなばた☆おたのしみ会「お
り姫・ひこ星と一緒に七夕を
楽しもう」11:00～11:30 希望
者
・七夕ウィーク　終日

・たなばた☆おたのしみ会「お
り姫・ひこ星と一緒に七夕を
楽しもう」11:00～11:30 希望
者
・七夕ウィーク　終日

・ひろば「七夕まつりにおい
で」9:30～11:30 未就園児親
子 ※申込終了

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「七夕お楽しみ会」
10:00 ～12:00 0歳～就園前
親子

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「シャボン玉遊び」10:00～
11:30 未就園児親子 定員7組
申込締切7/3

・たんぽぽひろば「笹を飾ろ
う」10:30～11:30 未就園児親
子

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

8 水
・作ってみよう！パート1「縁
日セット」10:30～11:30 1歳以
上親子 醍醐公民館 先着5組
申込締切7/7

・なかよしルーム「一緒に遊
ぼう」10:30～11:30 未就園児
親子 川西保育所

・にこにこタイム「新聞ビリビリ
ゲーム」16:00～16:30 小学生

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

9 木
・ぴよぴよらんど「おへやをか
ざろう」11:00～11:30 乳幼児
親子
・放課ＧＯ！「かるた(百人一
首)」15:30～16:00 小学生

・サークルにこにこベィビー
「ベビーマッサージ」10:30～
11:30  醍醐公民館 先着5組
程度 申込締切7/8

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

10 金

・なかよし広場(うさ)「バスで
野菜収穫に出かけよう！」
9:30～11:30 1歳児親子 横手
市実験農場 定員16組 ※横
手体育館向かい駐車場集合
※参加費無料 申込締切7/3

・ひろば「さかなつりをしよう」
9:30～11:30 未就園児親子

・ひろば「7月生まれお誕生
会」10:30～11:30 未就園児親
子

・わんぱくランド「たいゆう保
育園前の公園へお出かけ」
9:30～11:30 乳幼児親子 ※
雨天時:保育室

11 土
・さがしちゃお！「タコさんは
何びきいるかな？」10:30～
16:30 希望者

・キッズクラブ「坊主ロケットで
遊ぼう」13:30～14:30 小学生

12 日
・さがしちゃお！「タコさんは
何びきいるかな？」10:30～
16:30 希望者

13 月
・ひよこちゃんタイム「しゃぼ
ん玉あそびをしよう」11：00～
11：30 乳幼児親子※利用者
が多い場合は制限あり

・水あそび10:00～12:00
0歳～就園前親子

14 火
・プレママ＆あかちゃんルー
ム「ボールプールであそぼう」
9:30～11:30 0～1歳児親子、
妊婦さん

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

15 水
・ギネスチャレンジ「目かくし
バランスゲーム」15:30～
16:30 小学生

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「水遊び」10:00～11:30 未
就園児親子 定員7組 申込
7/6～7/10

・たんぽぽひろば「作って遊
ぼう」10:30～11:30 未就園児
親子

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

16 木
・ぴよぴよらんど「夏のモビー
ル作り」11:00～11:30 乳幼児
親子
・放課ＧＯ！「鬼ごっこ」15:30
～16:00 小学生

・ギネスチャレンジ「目かくし
バランスゲーム」15:30～
16:30 小学生

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・水遊び＆ランチ会＆誕生会
10：30～13：30 乳幼児親子
お弁当代500円 先着5組 申
込締切7/10　※雨天時室内
遊び

・身体計測＆こっこひろば「身
体計測＆デコパージュをしよ
う」10:00～11:30 未就園児親
子,妊婦さん 定員7組 申込
7/6～7/10

・ほほえみ育児講座「風鈴を
作ろう」10:30～11:30 未就園
児とその家族 定員5名 申込
7/1～7/10

7月 曜日
横　　手 大　　森平　　鹿

：休所日 横手市児童センターは毎月第2火曜日（第2火曜日が祝日の場合は水曜日）、朝日が丘児童センターは日曜日・祝日、大森子どもと老人の

ふれあいセンタ－は月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）が休館日です。
（つどいの広場ひらかについては、アイリスハウスのホール利用申し込みがある場合は臨時休所となります。）



山　　内 増　　田 十文字 大　　雄

子育て支援センター
児童センター
（Ｙ2ぷらざ内）

朝日が丘児童センター
子育て支援センター
（さんない保育園内）

子育て支援センター
（ますだ保育園内
ひよこルーム）

子育て支援センター
りんごちゃんひろば（醍
醐保育園内）

つどいの広場ひらか
（アイリスハウス内）

子育て支援センター
（十文字保育所内
子育て支援室）

子育て支援センター
（大森子どもと老人の
ふれあいセンター内）

大森子どもと老人の
ふれあいセンター

子育て支援センター
（たいゆう保育園内）

7月 曜日
横　　手 大　　森平　　鹿

（つどいの広場ひらかについては、アイリスハウスのホール利用申し込みがある場合は臨時休所となります。）

17 金
・なかよし広場(こっこ)「ベビー
マッサージ」10:15～11:30 0歳
児親子 定員15組 オイル代
300円 申込締切7/10 ※要事
前パッチテスト

・ギネスチャレンジ「目かくし
バランスゲーム」15:30～
16:30 小学生

・ひろば「かさぶくろロケットで
あそぼう」9:30～11:30 未就
園児親子

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・作ってみよう！パート2「縁
日セット」10:30～11:30 0歳児
親子 醍醐公民館 先着5組
申込締切7/16

・にこにこひろば「プール遊
び」10:30～11:30 乳幼児親子

・にこにこひろば「絵本タイム
＆ミニ活動」10:30～11:00 乳
幼児親子

18 土 ・さがしちゃお！「夏をさがそ
う」10:30～16:30 希望者

19 日 ・さがしちゃお！「夏をさがそ
う」10:30～16:30 希望者

20 月
・ひよこちゃんタイム「お誕生
会＆うちわ作り！」11：00～
11：30 乳幼児親子※利用者
が多い場合は制限あり

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

21 火
・ｍａｍａトーク！「夏の過ごし
方について」10:45～11:30 希
望者

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「体を動かしてあそぼう」
9:30～11:30 0～1歳児親子、
妊婦さん

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「色水遊び」 10:00～
12:00 0歳～就園前親子

・プール開放日
①10:30～11:00 5組
②11:00～11:30 5組
乳幼児親子 ※雨天,荒天時
は中止

・誕生会「誕生会(7月)」10:00
～11:30 未就園児親子 定員7
組 申込締切7/14～7/17

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

22 水
・わいわいらんど「シャボン玉
であそぼう」15:30～16:00 幼
児親子

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・お誕生会「誕生会」10:30～
11:30 乳幼児親子 醍醐公民
館 先着5組 申込締切7/21

・プール開放日
①10:30～11:00 5組
②11:00～11:30 5組
乳幼児親子 ※雨天,荒天時
は中止

・にこにこタイム「おばけ作り」
16:00～16:30 小学生

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

23 木
・さがしちゃお！「イルカをさ
がそう」10:30～16:30 希望者
・夏休みスペシャル「さかなつ
りゲーム」11:00～11:30 希望
者

24 金
・さがしちゃお！「イルカをさ
がそう」10:30～16:30 希望者
・夏休みスペシャル「さかなつ
りゲーム」11:00～11:30 希望
者

25 土 ・さがしちゃお！「イルカをさ
がそう」10:30～16:30 希望者

・ふれあい工作「ぐるぐるたこ
であそぼう」11:00～11:30 希
望者

26 日 ・さがしちゃお！「イルカをさ
がそう」10:30～16:30 希望者

27 月
・夏休みスペシャル「プラ板工
作」
①10:20～11:15
②14:20～15:15 希望者

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・第1回たんぽぽ講座「ブルー
ベリー摘みに行こう」10:30～
11:00 未就園児親子 ゆけこ
ブルーベリー園 ※集合10:20
ふれあいセンター ※雨天時:
ふれあいセンターで室内遊び
申込締切7/20

28 火
・プレママ＆あかちゃんルー
ム「水あそびを楽しもう」9:30
～11:30 0～1歳児親子、妊婦
さん

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「お祭りごっこ」 0歳
～就園前親子 申込締切7/21

・プール開放日
①10:30～11:00 5組
②11:00～11:30 5組
乳幼児親子 ※雨天,荒天時
は中止

・うきうきデー「縁日ごっこ」
10:00～11:30 未就園児親子
定員7組 申込7/15～7/22

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

29 水
・夏休みスペシャル「キラキラ
ボトルを作ろう」
①10:20～11:15
②14:20～15:15 希望者

・あそびのひろば「ペットボト
ルのふうりん作り！」10:00～
11:30 小学生 申込締切7/27
※要問合せ

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・プール開放日
①10:30～11:00 5組
②11:00～11:30 5組
乳幼児親子 ※雨天,荒天時
は中止

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

30 木
・ぴよぴよらんど「シャボン玉
であそぼう♪」11:00～11:30
乳幼児親子
・放課ＧＯ！［なわとび」15:30
～16:00 小学生

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「身体計測」10:00～
12:00 0歳～就園前親子

・プール開放日
①10:30～11:00 5組
②11:00～11:30 5組
乳幼児親子 ※雨天,荒天時
は中止

・ほっぷランド「7月生まれの
誕生会」9:30～11:30 乳幼児
親子

31 金

・なかよし広場(ハム)「バスで
野菜収穫に出かけよう！」
9:30～11:30 2歳以上児親子
横手市実験農場 定員16組
※横手体育館向かい駐車場
集合 ※参加費無料 申込締
切7/22

・ひろば「水あそびを楽しもう」
9:30～11:30 未就園児親子

・水あそび10:00～12:00 0歳
～就園前親子

・ひろば「水遊び」10:30～
11:30 未就園児親子


