行事予定表
横

8月 曜日

1
2
3
4

月

山
朝日が丘児童センター

・プレママデー

・你好 おばけ屋敷
①10:30～11:30
②14:30～15:30
希望者

火

内

増

田

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）

・プレママデー

・プレママデー

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「傘袋でつくろう`びっくり箱
'」9:30～11:30 妊婦さん,0～1
歳児親子

・なかよしルーム「フィンガー
ペイントをしよう！」10:00～
12:00 乳幼児親子 定員6組
申込締切7/28

・プレママデー

・みんなで遊ぼう！「みんなが
好きなことをして遊びましょう」
・たんぽぽひろば「ミニミニ☆ ①10:30～11:00
・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
夏まつり」10:30～11:30 乳幼 ②13:30～14:00
児親子
児親子
小学生
・ミニミニ☆夏まつり 10:30～
11:30 小学生

6
7

土
日

8

月

・なかよしルーム「夏の製作
あそびを楽しもう」10:00～
12:00 乳幼児親子 定員6組
申込締切7/28

・ぴよぴよらんど「おまわりさ
んから交通安全のお話を聞こ
う」11:00～11:30 乳幼児親子

木
金

・なかよし広場(合同クラス)
「水遊び＆シャボン玉あそび」
10:15～11:30 乳幼児親子 さ
かえ館 ※現地集合・解散 申
込締切8/3

・3館合同「じどうかん夏まつ
り」
①10:00～11:30
②14:00～15:30
希望者 Y²ぷらざ1階オープン
スペース

火

10 水

・あそびのひろば「夏まつ
り！」10:00～11:30 小学生
申込締切8/3

・ひろば「水と氷のミックス
デー☆」9:30～11:30 乳幼児
親子

・3館合同「じどうかん夏まつ
り」
①10:00～11:30
②14:00～15:30
希望者 Y²ぷらざ1階オープン
スペース

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「氷であそぼうⅡ～室内
編」9:30～11:30 妊婦さん,0～
1歳児親子

・ギネスチャレンジ「ふうせん
レース」10:00～11:00 小学生

12 金

14 日
15 月

・みんなで遊ぼう！「みんなが
好きなことをして遊びましょう」 ・ほっぷランド「フリータイム」
①10:30～11:00 ②13:30～
9:30～11:30 乳幼児親子
14:00 小学生
・作ってみよう！「夏の思い出
フォトフレーム」10:30～11:30
乳幼児親子 醍醐公民館 申
込締切8/4

・みんなで遊ぼう！「みんなが
・ほほえみ育児講座「手遊び
・ひろば「絵本タイム」10:30～ 好きなことをして遊びましょう」
をしよう」9:30～11:30 乳幼児
11:30 乳幼児親子
①10:30～11:00 ②13:30～
親子 申込締切8/3
14:00 小学生

・3館合同「じどうかん夏まつ
り」
①10:00～11:30
・ほっぷランド「フリータイム」
②14:00～15:30
9:30～11:30 乳幼児親子
希望者 Y²ぷらざ1階オープン
スペース
・サークルにこにこベィビー
・なかよしルーム「一緒にあそ
・おまつりごっこ＆8月の誕生
「ベビーマッサージ 」10:30～
ぼう」10:00～11:00 未就園児 ・にこにこタイム「白黒合戦」
会 10:30～11:30 乳幼児親子
11:30 乳児親子 オイル代300
親子 川西保育園 ※現地集 10:30～11:00 小学生
先着10組 申込締切8/5
円 醍醐公民館 申込締切8/9
合・解散 申込締切8/9

・わいわいスペシャル！「あき
かんツムツム♪」
①10:45～11:15
②15:00～15:30
希望者

11 木

13 土

・プレママデー「MY♡プレート
作り」10:30～11:30 妊婦さん,
未就園児親子 定員5名 申込
終了

・プレママデー

・みんなで遊ぼう！「みんなが
・なかよしルーム「一緒にあそ
好きなことをして遊びましょう」
ぼう」10:00～11:00 未就園児
・ほっぷランド「フリータイム」
①10:30～11:00
親子 大森保育園 ※現地集
9:30～11:30 乳幼児親子
②13:30～14:00
合・解散 申込締切8/1
小学生

水

5

9

子育て支援センター

手

児童センター
（Ｙ2ぷらざ内）

：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。）
平 鹿
大 森
大 雄
子育て支援センター
子育て支援センター
つどいの広場ひらか
大森子どもと老人の
子育て支援センター
（大森子どもと老人の
（たいゆう保育園内）
（醍醐保育園内）
（アイリスハウス内）
ふれあいセンター
ふれあいセンター内）

・ひろば「絵本タイム」10:30～
11:30 乳幼児親子

※17時閉館

※17時閉館

・お茶の教室 10:00～12:00
小2～中3 会費500円 ※随時
会員募集中 申込締切8/10

・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
児親子

横

8月 曜日

16 火

子育て支援センター

手

児童センター
（Ｙ2ぷらざ内）

・mamaトーク！「お出かけス
ポット」10:45～11:30 希望者

山
朝日が丘児童センター

内

子育て支援センター
（さんない保育園内）

増

田

子育て支援センター
（ますだ保育園内）

（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。）
平 鹿
大 森
大 雄
子育て支援センター
子育て支援センター
つどいの広場ひらか
大森子どもと老人の
子育て支援センター
（大森子どもと老人の
（たいゆう保育園内）
（醍醐保育園内）
（アイリスハウス内）
ふれあいセンター
ふれあいセンター内）

・ギネスチャレンジ「さかさで
ぽい！」10:00～11:00 小学生

17 水

・わいわいスペシャル！「わ
いわいミニシアター」
①10:20～11:30
②14:15～16:00
希望者

18 木

・ぴよぴよらんど「残暑見舞い ・ギネスチャレンジ「洗たくば
をつくろう！」11:00～11:30 乳 さみパッチンゲーム」10:00～
幼児親子
11:00 小学生

19 金

・わいわいスペシャル！「スラ
イムをつくろう！」
①10:30～11:30
②14:30～15:30
希望者

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

・お誕生会・読み聞かせの日
10:30～11:30 乳幼児親子 醍
醐公民館 申込締切8/16

・夏休み工作「オリジナル
・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
キーホルダーを作ろう」10:30
児親子
～11:30 小学生

・なかよしルーム「野菜スタン
プであそぼう」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
・第5回たんぽぽ講座「3支援
センター交流会 野菜の収穫
体験をしよう」10:30～11:00
未就学児親子 定員5組 横手
市園芸振興拠点センター ※
現地集合・解散 申込8/1～
8/10

・合同ひろば「3支援センター
交流会 野菜の収穫体験をし
よう」10:30～11:00 未就学児
親子 定員5組 横手市園芸振
興拠点センター ※現地集合・
解散 申込8/1～8/10

・わんぱくランド「3支援セン
ター交流会 野菜の収穫体験
をしよう」10:30～11:00 未就
学児親子 定員5組 横手市園
芸振興拠点センター ※現地
集合・解散 申込8/1～8/10

20 土
21 日
22 月

・なかよし広場(うさ・ハム合
同)「えがおの丘に行こう」
10:15～11:30 幼児親子 ※現
地集合・解散 入館料大人440
円 申込締切8/15

・わいわいスペシャル！「手
裏剣ハンドスピナーをつくろ
う！」
①10:30～11:30
②14:30～15:30
希望者
・プレママ＆あかちゃんルー
・プレママ＆あかちゃんルー
ム「ハンカチスタイを作ろう」
ム「水あそびを楽しもう♪Ⅲ」
10:00～12:00 妊婦さん,0～1
9:30～11:30 妊婦さん,0～1歳
歳児親子 定員6組 申込締切
児親子
8/16

23 火
24 水

・なかよし広場(こっこ)「ベビー
ヨガ」10:15～11:30 0歳児親
・わいわいらんど「簡単手作り
子 定員12組 申込締切8/17
防災グッズ！」15:30～16:00
・わいわいらんど「簡単手作り
幼児親子
防災グッズ！」15:30～16:00
幼児親子

25 木

・ぴよぴよらんど「ふれあいあ
そび」11:00～11:30 乳幼児親
子

・にこにこタイム「椅子取り
・ぴよランド 9:30～11:30 乳幼
ゲーム」10:30～11:00 小学生 児親子

・にこにこひろば「エリアの
プールに行こう」10:30～11:30
乳幼児親子 定員8組 南部シ
ルバーエリア内プール 申込
締切8/23

・なかよしルーム「誕生会＆
身体計測」10:00～12:00 乳幼
児親子

・なかよし育児講座「手形アー
トを作ろう！」10:00～11:30
未就園児親子 定員5組 申込
締切8/5～8/19

26 金

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

・にこにこひろば「エリアの
プールに行こう」10:30～11:30 ・ほっぷランド「フリータイム」
乳幼児親子 定員8組 無料
9:30～11:30 乳幼児親子
申込締切8/23

・きらきらペットボトルを作ろ
う！ 10:30～11:30 乳幼児親
子 醍醐公民館 申込締切
8/25

・ひろば「8月生まれお誕生
会」10:30～11:30 乳幼児親子
申込締切8/24

・プレママデー

・プレママデー

・プレママデー

・たんぽぽひろば「ペットボト
ルで作る水族館」10:30～
11:30 定員8組 申込締切
8/23

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 乳幼児親子

・横手市子育て講座

・横手市子育て講座

27 土
28 日
29 月

・プレママデー「マタニティヨ
ガ」10:10～11:45 妊婦さん,子
育て中のママ 定員7名 参加
費500円 ※託児要申込(妊婦
さんのみ) 申込締切8/22

30 火
31 水

・ひよこちゃんタイム「お米の
ねんどで遊ぼう♪」11:00～
・プレママデー
11:30 乳幼児親子

・プレママデー

・なかよしルーム「プールじま
い」10:00～12:00 乳幼児親子

・横手市子育て講座

・横手市子育て講座「親子で
リズムあそび」10:30～11:30
未就学児親子 定員15組 山 ・横手市子育て講座
内公民館ホール ※現地集
合・解散 申込締切8/24

・横手市子育て講座

