
 　　　

3/
15木

�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

16金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

17土
�おはなし会�13：30〜14：00　 乳幼児・小学生
�造形クラブ� 14：30〜15：30　 小学生　 20人(先着
順)　 3/5㈪〜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

18日
�シュッポの部屋�14：00〜16：00　 乳幼児・小学生
�すごろく大会�15：00〜16：00　 小学生以上
�わくわく工作～クネクネヘビを作ろう～�①10：30〜
11：30②14：30〜15：30　 市内在住の3歳児以上　
各20人(先着順)

19月 �おみせやさんごっこ準備制作�10：00〜11：00　 乳幼児

20火
�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

21 祝 �おみせやさんごっこ�14：00〜15：30
�やぎさん一座の手づくり紙芝居�14：00〜14：30

22木
�2018年度幼児クラブ説明会�10：00〜11：00　 市内在
住の2・3歳児　 3/5㈪〜直接または電話
�幼児食のおはなし� 10：00〜11：00　 20組(先着順)　
直接または電話

23金
�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3
月に2〜4歳になる未就園児と保護者　 10組(先着
順)　 3/1㈭〜20㈫に直接または電話

24土
�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

25日
�おもちゃの病院�13：00〜15：00
�SPRINGフェスタ�15：00〜16：00
�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　
16人(先着順)　 3/1㈭〜直接または電話

26月
�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

27火
�けん玉であそぼう�16：00〜17：00　 幼児・小学生
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�おはなしの城�11：00〜11：30

28水
�春休み卓球大会�15：00〜16：30　 小学生以上
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�7か月からの赤ちゃんの日�10：00〜12：00　 7〜11カ
月児　 30組(先着順)　 直接または電話

29木
�春休みバドミントン大会�15：30〜17：30　 小学生以上
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�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

3月
4月

30金 �リクエストなかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

31土 �球技大会�15：30〜17：00　 小学生以上

4/
1日

�かがくあそび�14：00〜15：00　 幼児・小学生　 材
料がなくなり次第終了
�アッピリンピック�15：00〜16：00　 小学生

2月 �春のアート展�14：00〜15：00　 幼児・小学生

3火

�のびのびひろば�10：30〜11：10　 1歳児と保護者
�春のぺーパークラフト�14：00〜15：00　 小学生　
15人(先着順)　 3/5㈪〜直接または電話
�昔遊びの日�15：30〜17：30
�おしゃべりサロン�11：00〜11：30　 0歳児と保護者
�ももっこ広場 � 10：00〜11：00　 上平公民館　 1
歳〜未就学児　 35組(先着順)　 子育て支援セン
ターへ

4水
�シャボン玉であそぼう�14：00〜15：00　 幼児〜小学生
�6か月までの赤ちゃんの日�10：00〜12：00　 6カ月児
まで　 30組(先着順)　 直接または電話

5木

�すくすくひろば� 10：30〜11：30　 0歳〜1歳6カ月児
と保護者
�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
�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

6金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

7土
�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
�おはなし会�13：30〜14：00
�キッズ工作～紙バンドで小物入れを作ろう～� 14：00
〜15：30　 市内在住の小学生以上　 20人(先着順)

8日
�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

9月 �カプラの日�16：00〜17：00　 小学3年生以上

10火
�育児のあれこれおしゃべりほっとタイム� 10：30〜�
11：30　 0・1歳児と保護者
�昔あそびの日�15：30〜17：30
�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)

11水 �やぎさん一座の手づくり紙芝居�11：00〜11：30
�みんなのおはなし�9：30〜10：00

12木
�にこにこひろば�10：30〜11：10　 2歳児と保護者
�はじめまして�10：00〜11：00　 3〜8カ月児　 15組
(先着順)　 直接または電話

13金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

14土
�おはなし会�13：30〜14：00　 乳幼児・小学生
�造形クラブ� 14：30〜15：30　 小学生　 20人(先着
順)　 4/5㈭〜直接または電話
�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

30



児童館アッピーランドでは子どもたちが楽しめる催しや
親子で参加できる催しを毎月開催しています。

児童館こどもの城は子どもたちが集い、遊び、学ぶことを通して、子どもの心身の
健全な成長をサポートする遊び場です。

０～３歳くらいの子どもたちが保護者と一緒に自由に遊べるお部屋です。
お気軽に遊びに来てください。

 プラムほっとステーション ( プラムハウス )

のぞいてみよう！アッピーランド
～春休み、みんなで楽しく体を動かそう！～

のぞいてみよう！こどもの城
～春休み特別企画｢マンガ図書館」～

はいはい

　みんなで体を動かして、スポーツ大会を楽
しみましょう！　 春休み卓球大会／3月28
日㈬15:00～16:30 、春休みバドミントン大
会／3月29日㈭15:30～17:30、球技大会／3月
31日㈯15:30～17:00　 小学生以上

　県立上尾南高校マンガ同好会の皆さんと一
緒に2,000冊以上のマンガを読んだり、イラス
トを描いたりしよう。

3月27日㈫～29日㈭①10:00～12:00②13:30
～16:00　 小学3年生～高校生

3月15日㈭10:00～11:00　
手遊び・ふれあい遊び、情

報交換、月齢に合った遊びを
楽しむ　 1歳～1歳3カ月児
と保護者　 12組(先着順)

直接または電話で子育て
支援センターへ

　家庭的な雰囲気で、室内のおもちゃや園庭
の遊具を使って親子で遊びます。時間のある
ときに遊びに来てください。曜日によって開放
場所が変わります。
　音楽遊び、お茶会、離乳食や発育などの講
演会なども行っています。 ※予定はホーム
ページをご覧ください。

0～3歳の子どもと保護者
を対象にした子育て支援
拠点施設を毎月紹介しま
す。

市内の子育て拠
点の一覧はこち
らからご覧くだ
さい。

本町6–11–25　 779–7030
開館時間  9:00～18:00
3月の休館日  20日㈫

アッピーランド
QRコード

QRコードからホームページに
アクセスできます。

今泉272　 783–0888
開館時間  9:00～18:00
3月の休館日   8日㈭、22日㈭

こどもの城
QRコード

地域で応援!
子育て拠点

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

●各講座の申し込み　3/5㈪から直接または電話
で　3/5㈪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)

西宮下1-16-1 
776-6771
開館日   ㈫㈭㈮(曜日によって時間の変更あり)

 　　　

3/
15木

�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

16金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

17土
�おはなし会�13：30〜14：00　 乳幼児・小学生
�造形クラブ� 14：30〜15：30　 小学生　 20人(先着
順)　 3/5㈪〜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

18日
�シュッポの部屋�14：00〜16：00　 乳幼児・小学生
�すごろく大会�15：00〜16：00　 小学生以上
�わくわく工作～クネクネヘビを作ろう～�①10：30〜
11：30②14：30〜15：30　 市内在住の3歳児以上　
各20人(先着順)

19月 �おみせやさんごっこ準備制作�10：00〜11：00　 乳幼児

20火
�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

21 祝 �おみせやさんごっこ�14：00〜15：30
�やぎさん一座の手づくり紙芝居�14：00〜14：30

22木
�2018年度幼児クラブ説明会�10：00〜11：00　 市内在
住の2・3歳児　 3/5㈪〜直接または電話
�幼児食のおはなし� 10：00〜11：00　 20組(先着順)　
直接または電話

23金
�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3
月に2〜4歳になる未就園児と保護者　 10組(先着
順)　 3/1㈭〜20㈫に直接または電話

24土
�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

25日
�おもちゃの病院�13：00〜15：00
�SPRINGフェスタ�15：00〜16：00
�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　
16人(先着順)　 3/1㈭〜直接または電話

26月
�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

27火
�けん玉であそぼう�16：00〜17：00　 幼児・小学生
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�おはなしの城�11：00〜11：30

28水
�春休み卓球大会�15：00〜16：30　 小学生以上
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�7か月からの赤ちゃんの日�10：00〜12：00　 7〜11カ
月児　 30組(先着順)　 直接または電話

29木
�春休みバドミントン大会�15：30〜17：30　 小学生以上
�マンガ図書館�①10：00〜12：00②13：30〜16：00　 小
学3年生〜高校生
�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

3月
4月

30金 �リクエストなかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

31土 �球技大会�15：30〜17：00　 小学生以上

4/
1日

�かがくあそび�14：00〜15：00　 幼児・小学生　 材
料がなくなり次第終了
�アッピリンピック�15：00〜16：00　 小学生

2月 �春のアート展�14：00〜15：00　 幼児・小学生

3火

�のびのびひろば�10：30〜11：10　 1歳児と保護者
�春のぺーパークラフト�14：00〜15：00　 小学生　
15人(先着順)　 3/5㈪〜直接または電話
�昔遊びの日�15：30〜17：30
�おしゃべりサロン�11：00〜11：30　 0歳児と保護者
�ももっこ広場 � 10：00〜11：00　 上平公民館　 1
歳〜未就学児　 35組(先着順)　 子育て支援セン
ターへ

4水
�シャボン玉であそぼう�14：00〜15：00　 幼児〜小学生
�6か月までの赤ちゃんの日�10：00〜12：00　 6カ月児
まで　 30組(先着順)　 直接または電話

5木

�すくすくひろば� 10：30〜11：30　 0歳〜1歳6カ月児
と保護者
�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
�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

6金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

7土
�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
�おはなし会�13：30〜14：00
�キッズ工作～紙バンドで小物入れを作ろう～� 14：00
〜15：30　 市内在住の小学生以上　 20人(先着順)

8日
�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

9月 �カプラの日�16：00〜17：00　 小学3年生以上

10火
�育児のあれこれおしゃべりほっとタイム� 10：30〜�
11：30　 0・1歳児と保護者
�昔あそびの日�15：30〜17：30
�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)

11水 �やぎさん一座の手づくり紙芝居�11：00〜11：30
�みんなのおはなし�9：30〜10：00

12木
�にこにこひろば�10：30〜11：10　 2歳児と保護者
�はじめまして�10：00〜11：00　 3〜8カ月児　 15組
(先着順)　 直接または電話

13金 �なかよしひろば�11：00〜11：30　 乳幼児

14土
�おはなし会�13：30〜14：00　 乳幼児・小学生
�造形クラブ� 14：30〜15：30　 小学生　 20人(先着
順)　 4/5㈭〜直接または電話
�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
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