
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）

子育て支援センター
（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 木
・ぴよぴよらんど「新聞紙びり
びり！」11:00～11:30 乳幼児
親子

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

2 金
・なかよし広場(こっこ)「なか
よしクリスマス会」10:15～
11:30 0歳児親子 定員15組
申込締切11/30

・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

・ひろば「絵本タイム」10:30～
11:30 乳幼児親子

3 土
・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12/1

4 日

5 月 ・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・ひよこちゃんタイム「冬の壁
面作り！」11:00～11:30 乳幼
児親子

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「新聞紙であそぼう」9:30～
11:30 妊婦さん,0歳～1歳児
親子

6 火 ・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・なかよしルーム「クリスマス
ツリーを飾ろう」10:00 ～
12:00 乳幼児親子

・作ってみよう！「クリスマス
☆タペストリー」10:30～11:30
乳幼児親子 醍醐公民館 申
込締切12/5

・なかよしルーム「一緒に遊
ぼう」10:00～11:00 未就園児
親子 大森保育園 ※現地集
合・解散 申込締切12/5

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

7 水 ・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・休館日（Ｙ2ぷらざメンテナン
ス日）

・ぴよランド 9:30～11:30 乳
児親子,妊婦さん

8 木
・ぴよぴよらんど「クリスマス
グッズを作ろう☆」11:00～
11:30 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 醍醐公民館
オイル代300円 申込締切
12/7

・クリスマス会 10:30～11:30
乳幼児親子 定員10組 ※ラ
ンチ会なし 申込締切12/2

・たんぽぽひろば「作ってあ
そぼう」10:30～11:30 乳幼児
親子 定員8組 申込締切12/1

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

9 金
・なかよし広場(こっこ)「なか
よしクリスマス会」10:15～
11:30 0歳児親子 定員15組
申込締切11/30

・なかよし育児講座「クリスマ
ス飾りをつくろう」10:15～
11:30 未就園児親子 定員5
組 申込締切12/6

・ひろば「絵本タイム」10:30～
11:30 乳幼児親子

10 土
・あそびのひろば「クリスマス
グッズ作り！」10:00～11:00
小学生 申込締切12/8

・キッズクラブ「クリスマス製
作」13:30～14:30 小学生

11 日

12 月
・なかよし広場(うさ)「なかよし
クリスマス会」10:15～11:30 1
歳児親子 定員15組 Ｙ2ぷら
ざ3階研修室3 申込締切
12/10

・ひよこちゃんタイム「ふれあ
い遊び♪」11:00～11:30 乳
幼児親子

13 火 ・休館日 ・休館日

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「ほっこりランプを作りま
しょう♪」9:30～11:30 妊婦さ
ん,0歳～1歳児親子

・なかよしルーム「クリスマス
製作をしよう」10:00 ～12:00
乳幼児親子 定員6組 申込締
切12/8

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

14 水
・なかよし広場(ハム)「なかよ
しクリマス会」10:15～11:30 2
歳以上児親子 定員15組 Ｙ2
ぷらざ3階研修室3 申込締切
12/12

・ギネスチャレンジ「えんぴつ
たてちゃえ！」15:30～16:30
小学生

・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12/13

・なかよしルーム「一緒に遊
ぼう」10:00～11:00 未就園児
親子 川西保育園 ※現地集
合・解散 申込締切12/13

・にこにこタイム「お部屋を飾
ろう（冬）」16:00～16:30 小学
生

・ぴよランド 9:30～11:30 乳
児親子,妊婦さん

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

・ギネスチャレンジ「えんぴつ
たてちゃえ！」15:30～16:30
小学生

・プレママ＆あかちゃんルー
ム「クリスマス製作をしよう」
10:00～12:00 妊婦さん,0～1
歳児親子 定員6組 申込締切
12/13

・第9回たんぽぽ講座「クリス
マス飾りをつくろう」10:30～
11:30 乳幼児親子 定員8組
申込締切12/8

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

16 金
・ギネスチャレンジ「えんぴつ
たてちゃえ！」15:30～16:30
小学生

・ひろば「大型絵本を見てみ
よう」9:30～11:30 未就園児
親子

・りんごちゃん教室「クリスマ
ス会」10:00～12:00 乳幼児親
子 平鹿生涯学習センター ※
現地集合・解散 申込12/1～
12/8

・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

・わんぱくランド「ゆうぎ室で
遊ぼう」9:30～11:30 未就学
児親子 申込締切12/13

12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 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）

子育て支援センター
（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）

12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 土

18 日

19 月
・ひよこちゃんタイム「クリス
マスグッズ作り」11:00～11:30
乳幼児親子

20 火
・mamaトーク！「離乳食,食事
について」10:45～11:30 どな
たでも

・なかよし育児講座「お正月
かざりをつくろう」10:00～
11:30 未就園児親子 定員5
組 申込締切12/13

・なかよしルーム「★クリスマ
ス会★」10:00～12:00 乳幼児
親子 定員6組 申込締切
12/13

・ほほえみ育児講座「クリス
マス会を楽しもう」10:30～
11:15 未就学児親子 申込締
切12/12

21 水
・わいわいらんど「ふうせんで
あそぼう！」15:30～16:00 幼
児親子

・わいわいらんど「ふうせんで
あそぼう！」15:30～16:00 幼
児親子

・お正月飾りを作ろう！ 10:30
～11:30 乳幼児親子 醍醐公
民館 申込締切12/20

・たんぽぽひろば「クリスマス
会」10:30～11:30 乳幼児親
子 定員8組 申込締切12/12

・ぴよランド 9:30～11:30 乳
児親子,妊婦さん

22 木

・クリスマスタイム♪
①「ダンスやミニゲーム,工作
をして楽しもう！」
11:00～11:30 乳幼児親子
②「クリスマスジャンプ大会」
14:30～16:30 小学生

・クリスマスタイム♪
①「ダンスやミニゲーム,工作
をして楽しもう！」
11:00～11:30 乳幼児親子
②「クリスマスジャンプ大会」
14:30～16:30 小学生

・なかよしルーム「誕生会＆
身体計測」10:00～12:00 乳
幼児親子

・ほっぷランド「12月生まれの
誕生会」9:30～11:30 未就学
児親子 申込締切12/15

23 金
・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～18:00 希望者～12/25

・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～18:00 希望者～12/25

・ひろば「今年もたのしいクリ
スマス」10:00～11:30 未就園
児親子 申込締切12/16

・ひろば「12月生まれのお誕
生会」10:30～11:30 乳幼児
親子 申込締切12/22

24 土
・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～18:00 希望者

・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～18:00 希望者
・わいわいスペシャル「ひら
ひらリボンであそぼう」
①10:45～11:15
②15:00～15:30 希望者

・ふれあい工作「お正月飾り
を作ろう」11:00～11:30 希望
者

25 日
・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～17:00 希望者

・クリスマスウィーク「クリスマ
スグッズ作りと写真撮影」
9:00～17:00 希望者
・わいわいスペシャル「ひら
ひらリボンであそぼう」
①10:45～11:15
②15:00～15:30 希望者

26 月

27 火
・わいわいスペシャル「ひら
ひらリボンであそぼう」
①10:45～11:15
②15:00～15:30 希望者

・なかよしルーム「お正月飾り
を作ろう」10:00 ～12:00 乳幼
児親子 定員6組 申込締切
12/20

・ほっぷランド「フリータイム」
9:30～11:30 未就学児親子

28 水
・にこにこタイム「だるまさん
がころんだ」10:30～11:00  小
学生

・ぴよランド 9:30～11:30 乳
児親子,妊婦さん

29 木
・ぴよぴよらんど「お正月かざ
りを作ろう」11:00～11:30 乳
幼児親子

・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3）

30 金 ・年末年始休み（～1/2） ・年末年始休み（～1/2）

31 土 ・年末年始休み（～1/3） ・年末年始休み（～1/3）


