
行事予定表

山　　内 増　　田 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
（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 土

・こどもの日スペシャル♪「こ
いのぼり＆かぶとの工作をし
よう！」終日 希望者
・さがしちゃお！「こいのぼり
はど～こだ？」10:30～16:30
希望者

2 日
・こどもの日スペシャル♪「こ
いのぼり＆かぶとの工作をし
よう！」終日
・さがしちゃお！「こいのぼり
はど～こだ？」

3 月
・こどもの日スペシャル♪「こ
いのぼり＆かぶとの工作をし
よう！」終日
・さがしちゃお！「こいのぼり
はど～こだ？」

4 火
・こどもの日スペシャル♪「こ
いのぼり＆かぶとの工作をし
よう！」終日
・さがしちゃお！「こいのぼり
はど～こだ？」

5 水
・こどもの日スペシャル♪「こ
いのぼり＆かぶとの工作をし
よう！」終日
・さがしちゃお！「こいのぼり
はど～こだ？」

6 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

・ひよこちゃんウィーク「母の
日のプレゼント作り」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

7 金
・なかよし広場（こっこちゃん
クラス）「みんな なかよし♪は
じめまして会」10:15～11:30 0
歳児親子

・ひよこちゃんウィーク「母の
日のプレゼント作り」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組

・ひろば「はじめましての会
Ⅱ」9:30～11:30 未就園児親
子

・たんぽぽひろば「母の日の
プレゼント作り」10:30～11:30
乳幼児親子 定員8組 ※申込
終了

8 土
・さがしちゃお！「カーネー
ションをみつけよう」10:30～
16:30 希望者

・お茶の教室 10:00～12:00
小学2～中学3年生 会費500
円 ※随時会員募集中 申込
締切5/6

・キッズクラブ「春の散歩をし
よう・パート2」13:30～14:30
小学生

9 日
・さがしちゃお！「カーネー
ションをみつけよう」10:30～
16:30 希望者

10 月
・ひよこちゃんウィーク「お米
のねんどであそぼう♪」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員4組

11 火
・ひよこちゃんウィーク「お米
のねんどであそぼう♪」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員4組

・なかよしルーム「お外であそ
ぼう！」10:00～12:00 乳幼児
親子 定員6組 真人公園 ※
現地集合・解散 申込締切5/7

・なかよしルーム「保育園たん
けん」10:30～11:30 乳幼児親
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

12 水
・ひよこちゃんウィーク「お米
のねんどであそぼう♪」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員4組

・合同ひろば「3支援センター
合同芝桜を見に行こう」10:15
～11:15 未就園児親子 各支
援センター定員5組 大森リ
ゾート村 ※現地集合・解散
※雨天時：ふれあいセンター
申込5/6～5/10

・作ってみよう！「小鳥のガー
ランド」10:30～11:30 乳幼児
親子 定員5組 醍醐公民館
申込締切5/11

・たんぽぽひろば「3支援セン
ター合同芝桜を見に行こう」
10:15～11:15 未就園児親子
各支援センター定員5組 大森
リゾート村 ※現地集合・解散
※雨天時：ふれあいセンター
申込5/6～5/10

・にこにこタイム「洗濯ばさみ
パッチン」16:00～16:30 小学
生

・わんぱくランド「3支援セン
ター合同芝桜を見に行こう」
10:15～11:15 未就園児親子
各支援センター定員5組 大森
リゾート村 ※現地集合・解散
※雨天時：ふれあいセンター
申込5/6～5/10

13 木
・ぴよぴよらんど「プレイバ
ルーンであそぼう」 11:00～
11:30 乳幼児親子

・ひよこちゃんウィーク「お米
のねんどであそぼう♪」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員4組

・なかよしルーム「パン粉粘土
であそぼう」10:00～12:00 乳
幼児親子

・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 定員5組 醍
醐公民館　オイル代300円 申
込締切5/12

・パパへプレゼント作り＆ラン
チ会 10:30～13:30 乳幼児親
子 ※ランチ代500円 申込締
切5/7

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

14 金 ・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」

・ひよこちゃんウィーク「お米
のねんどであそぼう♪」11:00
～11:30 乳幼児親子 定員4組

・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」

・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」

・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」

・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」10:30～11:30 未就園児
のいる方(1家族1名) 定員10
名 大森子どもと老人のふれ
あいセンター ※託児（無料）
先着10名 申込5/6〜5/12

・子育て講座「大人のリフレッ
シュ」10:30～11:30 未就園児
のいる方(1家族1名) 定員10
名 大森子どもと老人のふれ
あいセンター ※託児(無料)先
着10名 申込5/6〜5/12

5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。）
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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
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5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。）

15 土 ・さがしちゃお！「ことりはど～
こだ？」10:30～16:30 希望者

16 日 ・さがしちゃお！「ことりはど～
こだ？」10:30～16:30 希望者

17 月
・プレママデー「マタニティヨ
ガ」10:10～11:45 妊婦さん,子
育て中の方 定員15名 参加
費500円 ※託児要相談(妊婦
さんのみ)申込締切5/10

・あそびのひろば「おはなし
会！」10:00～11:30 小学生
申込締切5/14 ※中止の場合
あり

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」

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

・ひよこちゃんウィーク「ふれ
あいあそび♪」11:00～11:30
乳幼児親子 定員4組

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「なにがでるかな？ペープ
サート」9:30～11:30 妊婦さ
ん,0～1歳児親子

・なかよしルーム「シールであ
そぼう」10:00～12:00 乳幼児
親子

・第2回たんぽぽ講座「手形
アート」10:30～11:30 乳幼児
親子 定員8組 申込締切5/11

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

19 水
・なかよし広場（うさちゃんクラ
ス）「みんな なかよし♪はじめ
まして会」10:15～11:30 1歳
児以上親子 さかえ館 ※現地
集合・解散

・ひよこちゃんウィーク「ふれ
あいあそび♪」11:00～11:30
乳幼児親子 定員4組

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「キラキラボトルをつくろう」
10:00～12:00 妊婦さん,0～1
歳児親子

・お誕生会・読み聞かせの日
「誕生会・読み聞かせの日」
10:30～11:30 乳幼児親子定
員5組  醍醐公民館 申込締
切5/18

・なかよしルーム「保育園たん
けん」10:30～11:30 乳幼児親
子 川西保育園 ※現地集合・
解散

・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
児親子

20 木
・ぴよぴよらんど「ふれあいあ
そび」 11:00～11:30 乳幼児
親子

・ひよこちゃんウィーク「ふれ
あいあそび♪」11:00～11:30
乳幼児親子 定員4組

・なかよしルーム「シャボン玉
であそぼう」10:00～12:00 乳
幼児親子

・ほほえみ育児講座「大型絵
本のおはなし会」9:30～11:30
乳幼児親子

21 金
・ひよこちゃんウィーク「ふれ
あいあそび♪」11:00～11:30
乳幼児親子 定員4組

・なかよし育児講座「いろいろ
シャボン玉」9:30～11:30 未就
園児親子

・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

・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

22 土
・さがしちゃお！「みどりいろ
をさがそう☆」10:30～16:30
希望者

・ふれあい工作「てるてる坊
主づくり」11:00～11:30 希望
者

23 日
・さがしちゃお！「みどりいろ
をさがそう☆」10:30～16:30
希望者

24 月
・ひよこちゃんウィーク「お部
屋飾りを作ろう！」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組

25 火
・ひよこちゃんウィーク「お部
屋飾りを作ろう！」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「おさんぽしよう♪」9:30～
11:30 妊婦さん,0～1歳児親
子

・なかよしルーム「身体計測」
10:00～12:00 乳幼児親子

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

26 水
・わいわいらんど「親子リズム
体操♪」15:30～16:00 幼児親
子

・わいわいらんど「親子リズム
体操♪」15:30～16:00 幼児親
子

・ひよこちゃんウィーク「お部
屋飾りを作ろう！」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組
・ギネスチャレンジ「わなげに
ちょうせん！」15:30～16:30
小学生

・ママッシュ！「洗濯ばさみマ
スコット作り」10:30～11:30 乳
幼児親子 定員8組 申込締切
5/18

・にこにこタイム「わなげをし
よう」16:00～16:30 小学生

・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
児親子

27 木
・ぴよぴよらんど「つくってあ
そぼう♪」 11:00～11:30 乳幼
児親子

・ひよこちゃんウィーク「お部
屋飾りを作ろう！」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組
・ギネスチャレンジ「わなげに
ちょうせん！」15:30～16:30
小学生

・なかよしルーム「誕生会」
10:00～12:00 乳幼児親子

・ほっぷランド「5月生まれの
誕生会」9:30～11:30 乳幼児
親子 申込締切5/21

28 金

・なかよし広場（ハムちゃんク
ラス）「みんな なかよし♪はじ
めまして会」10:15～11:30 2
歳児以上親子 さかえ館 ※現
地集合・解散
・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」

・ひよこちゃんウィーク「お部
屋飾りを作ろう！」11:00～
11:30 乳幼児親子 定員4組
・ギネスチャレンジ「わなげに
ちょうせん！」15:30～16:30
小学生

・ひろば「お庭であそぼう」
9:30～11:30 未就園児親子
・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」

・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」

・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」10:30～11:30
妊婦さん,生後6ヶ月未満のお
子さんとその家族 定員5組
醍醐公民館 申込締切5/27

・ひろば「5月生まれお誕生
会」10:30～11:30 乳幼児親子
・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」

・プレママデー「メモリアル
ボードを作ろう」

29 土
・さがしちゃお！「たけのこを
さがせ！」10:30～16:30 希望
者

30 日
・さがしちゃお！「たけのこを
さがせ！」10:30～16:30 希望
者

31 月
・ひよこちゃんウィーク「しゃぼ
ん玉遊び！」11:00～11:30 乳
幼児親子


