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※予定のあそびは変更になることがあります。�※必ず保護者同伴でご参加ください。

�は、保育士が10：00～16：00まで常駐しています。

2015

12子育てひろばだより
※予定のあそびは変更になることがあります。�※必ず保護者同伴でご参加ください。
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[ 児童センターゆうゆう ] [ アイル ] [ 桜楽館 ] [ ひまわり ]
�☎72・1300 �☎51・5515�電話受付

火～金曜 10時～16時 �☎73・2700 �☎73・2700

対
象
年
齢

ゆうゆうベビーズ� ０歳～１歳児
ゆうゆうちゃいるど� １歳～２歳児
ゆうゆうきっずひろば� 　乳幼児
ゆうゆうおはなし会� 　乳幼児

ひよこさん� ０歳～１歳児
うさぎさん� １歳～２歳児
リスさん� ２歳～４歳児
パンダさん（きょうだいも可）�２歳～４歳児
コアラ広場� 乳幼児　　　
ぽっかぽかルーム� 乳幼児　　　

なかよし広場　就学前の乳幼児
催し時間　　　11：00～12：00
（ひろば開放　　10：00～）
子育てサロン　さくらんぼ� 乳幼児

子育てサロン　こすもす　　乳幼児

1日 ㈫ 休館日 子育てサロン　こすもす　10：00～
絵本の読み聞かせ

2日 ㈬ 子育てカフェ④
10：00～

パンダさん　10：30～
サンタさんの長靴作り

子育てサロン　さくらんぼ　10：00～
自由あそび

3日 ㈭ ゆうゆうベビーズ　10：30～
クリスマスの工作

うさぎさん　10：30～
サンタさんの長靴作り

4日 ㈮ ゆうゆうきっずひろば　11：00～
楽しいおはなし

なかよし広場　10：00～
お話と楽しい工作

5日 ㈯

6日 ㈰

7日 ㈪ 子育てサロン　さくらんぼ　10：00～
自由あそび

8日 ㈫ 休館日 ひよこさん　10：30～
クリスマスツリー作り

子育てサロン　こすもす　10：00～
自由あそび

9日 ㈬ 子育てカフェ⑤
10：00～

ぽっかぽかルーム　10：30～
絵本の読み聞かせ

子育てサロン　さくらんぼ　10：00～
自由あそび

10日 ㈭ 館内整理日 リスさん　10：30～
サンタさんの長靴作り

11日 ㈮ ゆうゆうきっずひろば　11：00～
リズムであそぼう（リトミック④）

コアラ広場　10：30～
タオルであそぼう

なかよし広場　10：00～
クリスマスの折り紙

12日 ㈯ 休館日

13日 ㈰ 休館日

14日 ㈪ ゆうゆうちゃいるど　11：00～
クリスマスの工作 休館日 子育てサロン　さくらんぼ　10：00～

絵本の読み聞かせ

15日 ㈫ 休館日 休館日 子育てサロン　こすもす　10：00～
クリスマス会

16日 ㈬ 子育てカフェ⑥
10：00～

パンダさん　10：30～
クリスマス会

子育てサロン　さくらんぼ　10：00～
自由あそび

17日 ㈭ ゆうゆうベビーズ　10：30～
ふれあいあそび

うさぎさん　10：30～
クリスマス会

18日 ㈮ ゆうゆうきっずひろば　11：00～
親子たいそう

コアラ広場　10：30～
自由あそび

なかよし広場　10：00～
なかよしクリスマス会

19日 ㈯

20日 ㈰
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[ 児童センターゆうゆう ] [ アイル ] [ 桜楽館 ] [ ひまわり ]

21日 ㈪ ゆうゆうおはなし会
11：00～

子育てサロン　さくらんぼ　10：00～
自由あそび

22日 ㈫ 休館日 ひよこさん　10：30～
クリスマス会

子育てサロン　こすもす　10：00～
自由あそび

23日 ㈬

24日 ㈭ 休館日 リスさん　10：30～
クリスマス会

25日 ㈮ コアラ広場　10：30～
お掃除ごっこ

なかよし広場　10：00～
布おもちゃであそぼう

26日 ㈯ 休館日

27日 ㈰ 休館日

28日 ㈪ 休館日

29日 ㈫ 休館日 休館日 休館日 休館日

30日 ㈬ 休館日 休館日 休館日 休館日

31日 ㈭ 休館日 休館日 休館日 休館日

�地域子育て支援拠点事業�社会福祉課　☎37・6107

募集・イベント情報 �小城市児童センター　☎72・1300

ゆうゆうフェスタ
～元気にあそんでみんな笑顔～

12月23日（水・祝）
13時～

日時

子どもサポーター募集!!子どもサポーター募集!!
「ゆうゆうフェスタ」を手伝ってくれる
子どもサポーターを募集しています。

中高生のボランティアも募集中です！

オープニング
ビ ン ゴ 大 会
とり＋かえっこ

Te’ボラカフェ
中高生ビンゴ大会

17時～は
中高生の時間
17時～は
中高生の時間

１２月１８日（金）までに
児童センターにご連絡ください。
※対象者：小学生３年生以上～

わくわく体験
「リースをつくろう」

中高生向け音楽スタジオ講習

わくわく体験
「お料理手品
��〜ふしぎなさとう〜」

◆日時
　12月12日（土）
　14時30分〜16時
◆場所
　創作活動室
◆対象者
　市内在住の小学生以上
◆受付期間
　12月２日（水）〜12日（土）
◆参加費　250円

◆日時　12月14日（月）　「ドラム」
　　　　12月21日（月）　「ベース・ギター」
　　　　17時30分〜18時30分
◆場所　音楽スタジオ
◆対象者　・市内在住の中高生
　　　　　・�市内の高校に通学する高校生
◆受付期間　12月２日（水）〜21日（月）

◆日時
　12月25日（金）
　14時30分〜16時30分
◆場所
　創作活動室
◆対象者
　市内在住の小学生以上
◆受付期間　
　12月２日（水）〜24日（木）
◆参加費　150円

定員
１０人

（先着順）

要予約

定員
５人程度
（先着順）

要予約

定員
１０人

（先着順）

要予約
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