
定員
申し込み

ところ
対象
費用イベントイベントカレンダーカレンダー アッピーランド

こどもの城
ももっこルーム

4月
5月

₄/
１5水

竹馬の日15:30～17:30　 小・中学生
�やぎさん一座の手づくり紙芝居14:00～14:30
�₇カ月からの赤ちゃんの日10:00～12:00　 ₇～11
カ月　 35組（先着順）　 直接または電話で

１6木

よちよちひろば10:30～11:30　 ₀歳児
�バドミントンの日15:30～17:30　 小・中学生
�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
�よちよち10:00～11:00　 １歳₄カ月～１歳11カ
月　 15組（先着順）　 直接または電話で

１7金 �なかよしひろば11:00～11:30　 乳幼児
�小学生スポーツタイム！ 15:30～17:30　 小学生

１8土

�おはなし会13:30～14:00　 乳幼児～小学生
�造形クラブ14:00～15:00　 小学生　 15人　
₄/₅㈰₉:00～
�体験トランポリン教室₉:20～12:00　 ₃歳以上小
学生以下　 56人（先着順）　 ₉:05から整理券を
配布

１9日
シュッポの部屋14:00～16:00　 幼児・小学生
�わくわく工作（ぶんぶんごま）①11:00～12:00②14:30～
15:30　 市内在住の₃歳児以上　 各20人（先着順）

2１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　 未就学児
�おそとであそぼう10:00～11:00　 上尾丸山公園
₂歳～　 20組　 直接または電話で

22水 �竹馬の日15:30～17:30　 小・中学生
�みんなのおはなし₉:30～10:00

23木
�わんぱくひろば10:30～11:10　 ₃歳児と保護者
�バドミントンの日15:30～17:30　 小・中学生
�手づくりしよう①10:00～11:00②13:30～14:30　
①₂歳②₄～11カ月　 各12組（先着順）　 直接
または電話で

24金

�なかよしひろば11:00～11:30　 乳幼児
�小学生スポーツタイム！ 15:30～17:30　 小学生
�にこにこバースデー11:00～11:30　 市内在住で₄
月に₃・₄歳になる未就園児と保護者　 10組（先
着順）　 ₄/１㈬～₄/20㈪に直接または電話で
�手づくりしよう（１歳）10:00～11:00　 １歳～１歳
11カ月　 12組（先着順）　 直接または電話で

25土
�体験トランポリン教室₉:20～12:00　 ₃歳以上　
48人

�おりがみ教室14:00～15:00　 市内在住の幼児・小
学生　 30人　 ₄/₅㈰₉:00～
�昔遊び14:15～15:15

26日

�おもちゃの病院13:00～15:00
�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）　 ₄/₇㈫
から直接または電話で
�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で

27月
�にこにこジャンプ11:00～11:30　 市内在住の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

28火
�のびのびアートの日10:30～11:15　 ₂歳以上　
₄/₅㈰₉:00～
�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

29

�いろいろシアター14:00～15:00　 乳幼児～小学生
�竹馬の日15:30～17:30　 小・中学生
�ロボットクラフト（カエル型ロボット）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）　　 ₄/₇㈫から直接または電話で
�パソコンでミニカードを作ろう13:00～16:45　
市内在住の₅歳児以上　 35人（先着順）

30木
�バドミントンの日15:30～17:30　 小・中学生
�はいはい（₀歳）10:00～11:00　 ₉～11カ月　 12
組（先着順）　 直接または電話で

₅/
1金 �なかよしひろば11:00～11:30　 乳幼児

�小学生スポーツタイム！ 15:30～17:30　 小学生

2土

�おはなひろば10:00～11:00　 300円　 30人　
₄/₅㈰₉:00～
�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
�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）　　
₄/₇㈫から直接または電話で

3
�コマを作って遊ぼう11:00～12:00　 材料がなくな
り次第終了
�科学あそび14:00～15:00

4
�万華鏡を作ろう10:30～12:00　 市内在住の₅歳児
以上と保護者　 300円　 12組（先着順）　　 ₄/₇
㈫から直接または電話で

5
�パパも一緒におしゃべりサロン11:00～11:30　　 ₀
歳児と保護者
�メモリーズによるマリンバコンサート14:00～15:00

6 振

�春のペーパークラフト14:00～15:00　 小学生　
20人　 ₄/₅㈰₉:00～
�竹馬の日15:30～17:30　 小・中学生
�やぎさん一座の手づくり紙芝居11:00～11:30
�達人とバドミントンで遊ぼう14:30～16:00　 小学
₃年生以上

7木

�すくすくひろば10:30～11:30　 ₀～１歳₆カ月
�バドミントンの日15:30～17:30　 小・中学生
�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（１歳）10:00～11:00　 １歳～１歳₃カ月
12組（先着順）　 直接または電話で

₈金 �なかよしひろば11:00～11:30　 乳幼児
�小学生スポーツタイム！ 15:30～17:30　 小学生

₉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
�折紙教室14:00～15:30　 市内在住の人　 30人
（先着順）

１0日
�かぞくみんなのひろば11:00～11:30　 乳幼児～
�カプラの日14:00～15:30　 小学₃年生以上
�おもちゃの病院13:00～15:00

１１月 �カプラの日16:00～17:00　 小学₃年生以上

１2火

�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
�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）
�おそとであそぼう10:00～11:00　 平塚公園　 ₂
歳～　 20組（先着順）　 直接または電話で

１3水
�やぎさん一座の手づくり紙芝居11:00～11:30
�竹馬の日15:30～17:30　 小・中学生
�₆カ月までの赤ちゃんの日10:00～12:00　 ₆カ月
まで　 35組（先着順）　 直接または電話で

１4木

�にこにこひろば10:30～11:10　 ₂歳児と保護者
�バドミントンの日15:30～17:30　 小・中学生
�はじめまして10:00～11:00　 ₃～₈カ月　 15組
（先着順）　 直接または電話で
�園庭開放10:00～11:00　 ①原市保育所②小敷
谷保育所③畔吉保育所④西上尾第二保育所　
①～③１歳₆カ月～④１～₃歳　 ①₃組（先着
順）②₅組（先着順）③④10組（先着順）　 直接また
は電話で

34



みんなあつまれ

いっしょにあそぼ
！

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。

●�●�各講座の申し込み　₄／₆㈪から電話で
初日の午前中は次の時間帯に（₂歳児以上／₉:00
～10:00、₁歳児／10:00～11:00、₀歳児／11:00～
12:00)

おそとであそぼう
　市内にある公園でゲームや自
然探検などをして遊びましょう。
・ ₄月21日㈫上尾丸山公園、
₅月12日㈫平塚公園　 ₂歳～
就学前の子どもと保護者　※雨
天の場合は中止です。

　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。お
時間のあるときに遊びに来
てください。

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）

のぞいてみよう！アッピーランド
～₅月の連休は「アッピーウィーク」～（₅月₂～₆日）
　イベント盛りだくさんのアッピーウィークを、アッピーと
一緒に楽しもう！「おはなひろば」ではカーネーションの寄
せ植えを行います。ほかほかの土に触れながら、きれいに植
えるこつを先生に教えてもらおう！　 ₅月₂日㈯10～ 11時
※アッピーウィークの詳しい予定は、各児童館、各支所・出張所、図書館、各公民館などにあるイ
ベントカレンダーをご覧ください。

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。

本町6-11-25　 779-7030
開館時間  9:00 ～ 18:00
₄月の休館日  21日㈫

アッピーランド
QRコード

のぞいてみよう！こどもの城
～来

こ
い鯉
こい
まつり～（₄月26日～₅月₆日）

　ことしのGW来い鯉まつりは、藍染め教室（写
真）・ロボットクラフト・カーネーションの寄せ植
え・科学あそび・マリンバのコンサート・万華鏡作
りなど楽しいイベントがたくさんあります。事前申
込みのあるイベントは₄月₇日㈫₉時から電話または直接、児童館こどもの城
へ。　※来い鯉まつりの詳しい予定は、ホームページまたは各児童館、各支所・出張所、図
書館、各公民館などにあるイベントカレンダーをご覧ください。

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。

地域で応援！地域で応援！
子育て拠点子育て拠点

西宮下1-16-1
776-6771

開館日  ㈫㈬㈮(曜日によっ
て時間・開放場所の変更有)

市内の子育て拠
点の一覧はこち
らからご覧くだ
さい。

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
₄月の休館日  ₉、23日㈭

こどもの城
QRコード

●音楽遊び、お茶会、
離乳食や発育などの
講演会など
※毎月の予定はホー
ムページをご覧くだ
さい。

児童館

アアッッピーランドピーランド

児童館

こどものこどもの城城

子育て支援センタ
ー

ももももっっここルームルーム

プラムほっとステーション(プラムハウス)プラムほっとステーション(プラムハウス)
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