
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 木
・ぴよぴよらんど「秋のリース
作り♬」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

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「お外であそぼう」
10:00～12:00 0歳～就園前親
子

・たんぽぽひろば「スタンプあ
そび＆お絵かき」10:30～
11:30 未就園児親子

・ほっぷランド「はんどはんど
さんの読み聞かせ」9:30～
11:30 乳幼児親子

2 金
・ひろば「コップロケットであそ
ぼう」9:30～11:30 未就園児
親子

・ひろば「絵本タイム」10:30～
11:30 未就園児親子

3 土

・なかよし広場(こっこ・うさ・ハ
ム合同クラス)「なかよし運動
会！」10:20～11:45 乳幼児親
子 さかえ館 定員30組程度
※現地集合・解散 ※申込終
了

・さがしちゃお！「赤ずきん
ちゃんはどこにいるかな？」
10:30～16:30 希望者

4 日
・さがしちゃお！「赤ずきん
ちゃんはどこにいるかな？」
10:30～16:30 希望者

5 月
・ひよこちゃんタイム「お部屋
飾り・秋の果物作り！」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員7組

6 火
・プレママ＆あかちゃんルー
ム「風船であそぼう♪」9:30～
11:30 0歳～1歳児親子,妊婦
さん

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「体を使ってあそぼ
う」10:00～12:00 0歳～就園
前親子

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「草花入れ作り」10:00～
11:30 未就園児親子 定員7組
申込締切10/2

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

7 水
・作ってみよう！「ハロウィン
グッズ」10:30～11:30 1歳児
以上親子 醍醐公民館 定員5
組 申込締切10/6

・浅舞公園へお散歩 10:30～
11:30 未就園児親子 ※ラン
チ会なし ※雨天時：室内遊び
申込締切10/2

・なかよしルーム「お外であそ
ぼう」10:30～11:30 未就園児
親子 川西保育所 ※現地集
合・解散

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

8 木
・ぴよぴよらんど「ミニ☆うん
どう会」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

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

9 金
・ひろば「手作りおもちゃであ
そぼう」9:30～11:30 未就園
児親子

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「ハロウィンクッキング」
10:00～11:30 未就園児親子
定員7組 申込締切10/7

・ひろば「10月生まれのお誕
生会」10:30～11:30 未就園児
親子

・わんぱくランド「園庭で遊ぼ
う」10:30～11:30 未就園児親
子 ※雨天時：保育室

10 土 ・さがしちゃお！「りんごは何
個？」10:30～16:30 希望者

・キッズクラブ「秋の散歩をし
よう」13:30～14:30 小学生

11 日 ・さがしちゃお！「りんごは何
個？」10:30～16:30 希望者

12 月
・プレママデー「マタニティヨ
ガ」10:10～11:45 妊婦さん 参
加費500円 定員10名程度
※託児要相談 申込締切10/9

・避難訓練「水消火器訓練・
消防車見学」 14:30～15:00
全利用者

・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー

13 火
・プレママ＆あかちゃんルー
ム「ホールであそぼう！」9:30
～11:30 0歳～1歳児親子,妊
婦さん

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「りんご狩り」10:00～
11:30 0歳～就園前親子 真人
公園・藤原果樹園 参加費500
円 ※現地集合・解散 ※申込
終了

・りんごちゃん教室「くだもの
狩りへ行こう！」10:00～12:00
乳幼児親子 佐々木果樹園
参加費500円 ※申込終了

・うきうきデー「りんご狩り」
10:00～11:30 0歳～就園前親
子 真人公園・藤原果樹園 参
加費500円 ※現地集合・解散
※申込終了

・なかよしルーム「プレ入園体
験をしよう」9:30～11:00 未就
園児親子 大森保育園 ※現
地集合・解散

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

14 水
・サークルにこにこベィビー
「ベビーマッサージ」10:30～
11:30 乳児親子 醍醐公民館
オイル代300円 定員5組程度
申込締切10/13

・にこにこタイム「ハロウィン飾
り作り」16:00～16:30 小学生

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

15 木 ・プレママデー

・ぴよぴよらんど「ハロウィン
グッズを作ろう」11:00～11:30
乳幼児親子
・放課ＧＯ！「鬼ごっこ」15:30
～16:00 小学生

・プレママデー「オリジナル
フォトフレーム作り」10:00～
11:00 妊婦さん,未就園児親
子 参加費100円 定員5組  申
込締切10/8

・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー ・プレママデー
・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子
・プレママデー

10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、ただし市内小・中学校が長期休業期間の場合は開所します。）

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）が休所日です。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。
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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。

16 金

・合同ひろば「大雄子育て支
援センターへバスであそびに
行こう」9:30～11:40 未就園児
親子 定員4組 ※横手体育館
前駐車場集合 申込締切
10/13

・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

・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

・ほほえみ育児講座「山内子
育て支援センターの皆さんと
遊びましょう」10:00～11:15
未就園児親子 申込締切10/8

17 土 ・さがしちゃお！「秋をさがそ
う」10:30～16:30 希望者

18 日 ・さがしちゃお！「秋をさがそ
う」10:30～16:30 希望者

19 月
・ひよこちゃんタイム「糸電話
を作って遊ぼう」11:00～11:30
乳幼児親子 定員7組

20 火
・ｍａｍａトーク！「離乳食につ
いて・アレルギーについて」
10:45～11:30 どなたでも

・ギネスチャレンジ「立ち幅跳
びゲーム」15:30～16:30 小学
生

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「保育園の避難訓練に参加
しましょう」9:30～11:30 0歳～
1歳児親子,妊婦さん

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「ハロウィングッズを
作ろう」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

21 水
・ギネスチャレンジ「立ち幅跳
びゲーム」15:30～16:30 小学
生

・お誕生会・読み聞かせの日
「お誕生会・読み聞かせ」
10:30～11:30 乳幼児親子 醍
醐公民館 定員5組 申込締切
10/20

・誕生会「10月生まれの誕生
会」10:00～11:30 未就園児親
子 定員7組

・たんぽぽひろば「ミニミニ運
動会」10:30～11:30 乳幼児親
子 申込締切10/14

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

22 木
・ぴよぴよらんど「秋の時短お
やつ作り」11:00～11:30 乳幼
児親子
・放課ＧＯ！「大なわとび」
15:30～16:00 小学生

・ギネスチャレンジ「立ち幅跳
びゲーム」15:30～16:30 小学
生

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

・さくらんぼ・ひよこ合同ひろ
ば「かぼちゃランタン」10:00～
11:30 未就園児親子 定員7組
申込締切10/16

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

23 金
・移動子育てサロン「お買い
物ごっこ」10:00～11:30 乳幼
児親子 さかえ館

・ひろば「体を動かしてあそぼ
う♪」9:30～11:30 未就園児
親子

・赤ちゃんの作ってみよう！
「ハロウィングッズ」10:30～
11:30 0歳児親子 醍醐公民館
定員5組 申込締切10/22

・ママッシュ！「マスクを作ろ
う」10:30～11:30 乳幼児親子

24 土
・さがしちゃお！「オバケはど
～こだ？」10:30～16:30 希望
者

・ミニセンターまつり「楽しい
コーナーがたくさん！」 10:00
～11:45 希望者 先着30名 申
込締切10/21

・ふれあい工作「ハロウィン飾
りを作ろう」11:00～11:30 小
学生

25 日
・さがしちゃお！「オバケはど
～こだ？」10:30～16:30 希望
者

26 月

・わたし力ＵＰ！講座「ハンド
＆ヘッドマッサージ」10:15～
11:30 子育て中のママ Y2ぷ
らざ3階研修室3 参加費500
円 定員15名程度  ※託児要
相談 申込締切10/19

・ひよこちゃんタイム「お誕生
会＆ハロウィン制作！」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員7組

27 火
・ハロウィン☆ウィーク「ハロ
ウィン制作・フォトスポットで記
念撮影」9:00～18:00 希望者

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「楽器をならしてあそぼう
♪」9:30～11:30 0歳～1歳児
親子,妊婦さん

・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

・身体計測＆こっこひろば「身
体計測・赤ちゃんのおもちゃ
作り」10:00～11:30 未就園児
親子,妊婦さん 定員7組

・たんぽぽ講座「ポニーランド
へ行こう」10:30～11:00 乳幼
児親子 ※現地集合・解散 ※
雨天時：ふれセンにて室内遊
び 申込締切10/20

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

28 水
・わいわいらんど「お買い物
ごっこ」15:30～16:00 幼児親
子

・ハロウィン☆ウィーク
・にこにこタイム「バランス
ゲーム」16:00～16:30 小学生

・ぴよランド9:30～11:30 乳幼
児親子

29 木

・ハロウィン☆ウィーク
・はろ☆はろ☆ハロウィン「プ
レイバルーン、ピニャータを楽
しもう♪」11:00～11:30 乳幼
児親子
・キメツのハロウィン「楽しい
ゲームで遊ぼう」14:00～
17:30 小学生

・あかちゃんルーム＆なかよ
しルーム「ハロウィンを楽しも
う」10:30～12:00 0歳～就園
前親子 定員6組  申込締切
10/22

・ほっぷランド「10月生まれの
誕生会」9:30～11:30 乳幼児
親子 申込締切10/22

30 金 ・ハロウィン☆ウィーク

・なかよし育児講座「トゥイン
クリンクを作って楽しもう♪」
10:00～11:30 未就園児親子
定員4組 申込締切10/27

・りんごちゃん教室「親子食育
教室」10:00～11:30 乳幼児親
子 醍醐公民館 300円程度
※申込終了

・うきうきデー「ハロウィンパー
ティー」10:00～11:30 未就園
児親子 定員7組 申込締切
10/23

・ひろば「ハッピーハロウィン」
10:30～11:30 乳幼児親子 申
込締切10/23

31 土
・ハロウィン☆ウィーク
・さがしちゃお！「オレンジ色
をみつけよう♪」10:30～16:30
希望者


