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�にこにこジャンプ 11：00〜11：30　 3・4歳の未就園
児と保護者　 30組(先着順)
�カプラの日�16：00〜17：00　 小学3年生以上

�みんなのおはなし 9：30〜10：00　 直接または電話　　　

�手づくりしよう ①10：00〜11：00②13：20〜14：30　
①2歳児以上②0歳児　 各12組（先着順）　 直接また
は電話
�園庭開放10：00〜11：00　 西上尾第二保育所　 1〜3
歳児　 10組(先着順)　 直接または電話

�なかよしひろば 11：00〜11：30　 乳幼児
�よちよち 10：00〜11：00　 1歳4カ月〜1歳11カ月児　
15組(先着順)　 直接または電話

�おはなし会�13：30〜14：00　 幼児・小学生
�造形クラブ�14：30〜15：30　 小学生　 20人(先着順)　

4/5㈬から直接または電話
�体験トランポリン教室�9：20〜12：00　 3歳児〜小学
生　 56人(先着順)　 9：05から整理券を配布

おもちゃの病院 13：00〜15：00
�こどもの城名作劇場 14：00〜15：00
�将棋教室 14：00〜16：00　 市内在住の小学生以上　
20人(先着順)　 4/1㈯から直接または電話
�藍染め教室 10：00〜12：00　 市内在住の5歳児以上と
保護者　 200円　 20組(先着順)　 4/4㈫から直接
または電話

�体験トランポリン教室�9：20〜12：00　 3歳児〜小学
生　 48人　 当日先着順の整理券配布
�おりがみひろば 14：00〜15：00　 幼児・小学生
�昔遊び�14：15〜15：15

�のびのびアートの日�10：30〜11：15　 2歳児以上　 30
人(先着順)　 4/5㈬から直接または電話
�けん玉であそぼう�16：00〜17：00　 幼児・小学生
�おはなしの城 11：00〜11：30
�おそとであそぼう10：00〜11：00　 上尾丸山公園　 お
おむね2歳児以上　 20組(先着順)　 直接または電話

�アッピーウィークおりがみひろば�11：00〜11：40　 幼児以上
�おはなし会�13：30〜14：00
�パソコンゲーム大会�15：00〜16：00　 小学生　 20人(先
着順）
��やぎさん一座の手づくり紙芝居�11：00〜11：30
��こどもの城理科教室～水飲み鳥を作ろう～ 14：00〜
15：30　 市内在住の小学生以上　 20人(先着順)　
4/18㈫から直接または電話
�お楽しみ工作会�11：00〜11：30　 幼児・小学生　 材料
がなくなり次第終了
�アッピーウィークおたのしみ会�14：00〜15：00
�ゲーム大会�15：00〜16：00
��ちびちゃんたちの美術あそび 10：30〜11：30　 未就園児
��バドミントン遊び 16：00〜17：00　 市内在住の小学3
年生以上
�お楽しみ工作会�10：30〜11：00　 幼児・小学生　 材料
がなくなり次第終了
�こどもの日「なかよしひろば」�11：00〜11：30　 乳幼児
�ビーチバレー大会�14：00〜15：00　 小学生〜高校生
�ドッチボール大会�15：20〜16：30　 小学生以上
�バスケット大会�16：30〜17：00　 小学生〜高校生

�シュッポの部屋�14：00〜16：00　 乳幼児・小学生
�わくわく工作～ぶんぶんゴマ～�①10：30〜11：30②14：
30〜15：30　 市内在住の3歳児以上　 各20人(先着順)

�なかよしひろば�11：00〜11：30 乳幼児
�園庭開放�10：00〜11：00　 大谷保育所　 1〜3歳児　

10組(先着順)　 直接または電話

�すくすくひろば 10：30〜11：30　 1歳6カ月児まで
�ころころ�10：00〜11：00　 9〜11カ月児　 12組(先着順)　

直接または電話
�園庭開放�10：00〜11：00　 畔吉保育所　 1歳6カ月児
以上　 10組(先着順)　 直接または電話

�やぎさん一座の手づくり紙芝居�11：00〜11：30
�6か月までの赤ちゃんの日 10：00〜12：00　 6カ月児ま
で　 35組(先着順)　 直接または電話　
�保育所であそぼう 10：00〜11：00　 原市南保育所　 6
〜12カ月児　 3組(先着順)　 直接または電話　

�のびのびひろば�10：30〜11：10　 1歳児と保護者
�昔あそびの日�15：30〜17：30
�親子で楽しくリトミック申込受付日�9：00〜18：00　
2歳6カ月児以上　 25組(先着順)
�にこにこタッチ�11：00〜11：30　 市内在住の1歳児と保
護者　 30組(先着順)
�ももっこ広場�10：00〜11：00　 大石公民館　 1歳児以
上　 35組(先着順)　 直接または電話
�園庭開放�10：00〜11：00　 しらこばと保育所　 1歳6
カ月児以上　 5組(先着順)　 直接または電話

�カプラの日�16：00〜17：00　 小学3年生以上

�にちようびのなかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児
�ミニカーの部屋�14：00〜16：00　 幼児・小学生
�おもちゃの病院 13：00〜15：00
�カプラの日�14：00〜15：30　 小学3年生以上

�よちよちひろば 10：30〜11：30　 0歳児と保護者
�がっきで遊ぼう 11：00〜11：30　 未就園児
�バドミントン遊び 16：00〜17：00　 市内在住の小学3
年生以上
�はいはい�10：00〜11：00　 1歳〜1歳3カ月児　 12組(先
着順)　 直接または電話

�ビデオ上映会�①11：00〜②14：00〜　 乳幼児〜小学生
�レクゲームの日�14：00〜15：00　 小学生
�読み語りの城～読書パスポートにスタンプを押すよ！～�
11：00〜11：30

16

 4/ 
15

4月
5月

25

27

28

24

26

13

14

12

7

9

8

10

11

22

23

18

19

20

21

 5/ 2

5

6

4

3

�製作体験教室�14：00〜15：00　 小学生以上　 20人(先
着順)　 4/5㈬から直接または電話
�ロボットクラフトを作ろう 10：00〜12：00　 市内在住
の小学生以上　 1,000円　 12人(先着順)　 4/4㈫か
ら直接または電話
�万華鏡を作ろう 14：00〜15：30　 市内在住の5歳児以
上と保護者　 300円　 12人(先着順)　 4/4㈫から
直接または電話

�パラバルーンであそぼう 11：00〜11：30　 乳幼児
�パソコンで名前シールを作ろう 13：00〜16：45　 市内
在住の5歳児以上　 35人(先着順)

�なかよしひろば�11：00〜11：30 乳幼児
�にこにこバースデー 11：00〜11：30　 市内在住で4月に2
〜4歳になる未就園児と保護者　 10組(先着順)　 4/1
㈯〜4/20㈭に直接または電話
�手づくりしよう 9：50〜11：00　 1歳〜1歳11カ月児　
12組（先着順）　 直接または電話

�おしゃべりサロン 11：00〜11：30　 0歳児と保護者　

�つくってあそぼう�14：00〜15：00　 幼児・小学生
��おはなし会�13：30〜14：00
�達人とバドミントンで遊ぼう�14：30〜16：00　 小学3
年生以上
�おはなひろば�10：00〜11：30　 300円　 30人(先着順)　

4/5㈬から直接または電話
�アッピリンピック�14：00〜15：00　 小学生以上
�菅野先生と歌って踊って遊ぼう�11：00〜11：30　 2歳
児以上と保護者
�カーネーションの寄せ植え�13：30〜15：00　 市内在
住の5歳児以上　 300円　 30人(先着順)　 4/18㈫
から直接または電話
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�にこにこピョン 11：00〜11：30　 市内在住の2歳児と
保護者　 30組（先着順）
�でんしゃで遊ぼう�14：30〜15：30　 2歳以上の未就学児
�わんぱくひろば�11：10〜11：50 　 3歳児と保護者
�やぎさん一座の手づくり紙芝居�14：00〜14：30
�7か月からの赤ちゃんの日 10：00〜12：00　 7〜11カ月
児　 35組(先着順)　 直接または電話
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今泉272（児童館こどもの城1階）
788−3660

　　　　　		(月)(水)(金)	10：00～15：00

のぞいてみよう！こどもの城
～楽しい来

こ

い鯉
こ い

まつり～

おそとであそぼう

トコトコ

　おはなひろばでは、カーネーションの
寄せ植え体験をします。ほかほかの土
に触れ、寄せ植えの先生にコツを教わ
りながら、素敵な寄せ植えを作りません
か？　 5月7日㈰10：00～11：30　
300円　 4月5日㈬9：00～直接または
電話でアッピーランドへ

　4月23日㈰～5月7日㈰は、多くの催しがあります。藍染
め教室、理科教室、手作り万華鏡、ロボットクラフト、達
人とバドミントン遊び、菅

かんの

野先生と一緒に歌や踊りとパ
ネルシアター、カーネーションの寄せ植えなど。たくさん
のお友達の参加をお待ちしています。

4月25日㈫10：00～11：00　
上尾丸山公園　 親子で
体操、かけっこ、ゲーム、自
然探検などを楽しむ　 お
おむね2歳児以上と保護者　
20組

本町6−11−25　 779−7030
	　　　　　　9：00～18：00
	　　　　　　　　18日㈫

今泉272　	 783−0888
	　　　　　　9：00～18：00
	　　　　　　　		 13・27日㈭
	 　

春日2−20−3　 778−2008　 乳幼児とその保護者
　　　　　㈪～㈯	9：00～16：30(12：00～13：00を除く)

●各講座の申し込み　4/3㈪から直接または電話で
4/3㈪の午前中は次の時間帯に（電話だけで受け
付け）2歳児以上／9：00～10：00、1歳児／10：00～
11：00、0歳児／11：00～12：00

 

4月の休館日

 

開館時間

開館時間

開館日

開館日

 

 

　とりかえっこバザー
＆親子でパチリ（写真撮
影会）を行います。1カ月
前から品物を預かりトコ
トココインと交換し、バ
ザー当日欲しい物と交換
します。

●とりかえっこバザー＆親子
でパチリ　 4月29日㈷10：00
～15：00
●リトミック、制作、ベビー
マッサージ　※詳しくはホー
ムページで確認してください。

4月の休館日

のぞいてみよう！アッピーランド
おはなひろば
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