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内　　容 日　　時 対　象 定員 申　込　み その他お知らせ
応募用紙は創作室で配付

費　用　100円　持ち物　三角巾、エプロン、飲み物、お手ふきタオル

かるた取りや福笑いをするよ
さあ、みんなで楽しもう

もっちりしっとり自然な甘
さの和菓子に挑戦しよう

虹の会の皆さんのすてきなお
話が盛りだくさん
オリジナル作品を作ろう。プレ
ゼントにもおすすめだよ

大人気のインディアカをやるよ。
初めての人もぜひ参加してね

休休
館館
日日

開館時開館時間　午前9時30分～午後5時午前9時30分～午後5時開館時間　午前9時30分～午後5時

○毎週月曜日（祝日含む） 
○1日㈷～3日㈰…年始 
○12日㈫…振替休館日 
○17日㈰…第3日曜日 

子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業子育て支援事業

月
※1月5日㈫から開館します。

幼児向け事業のご案内幼児向け事業のご案内幼児向け事業のご案内幼児向け事業のご案内幼児向け事業のご案内　自由に参加できます ！ 時間までに集まってください。

みんなおいで !
楽しく遊ぼう。

大きなスクリーンで迫力満点の映画を見よう！ ジャグリングの技を教えてもらえるよ。
さあ、キミもチャレンジしよう。日　時　1月8日㈮ 午前10時30分～午後4時30分

※正午から午後1時は休憩です。     
内　容　「ミッキ－マウスのバンドコンサート」や｢アラジン
　　　　と魔法のランプ」などを上映する予定です。
　　　　16ミリフィルムでの上映もあります。
対　象　幼児から18歳までの児童とその家族
　　　　（幼児には保護者が同伴してください）
※内容は変更することがあります。  

日　時　1月30日㈯ 午後3時    
対　象　幼児から18歳までの
　　　　児童と保護者
　　　　（幼児には保護者が
　　　　同伴してください）

日　時　1月29日㈮ 
　　　　▶午前10時30分～11時（対　象　0･1歳児と保護者）
　　　　▶午前11時10分～11時４０分（対　象　2歳児以上と保護者）
場　所　あすなろ児童館

　定　員　各12組（先着順）
　講　師　松下 かなりさん
　申込み　あすなろ児童館へ

 ▼▼▼  2月1日～5日までの幼児向け事業  ▼▼▼

 内　　容　　　　　 　 　 　 　　日　　　時　 　　　　　　　　    対　　象

１歳児と保護者
２歳児以上と保護者
１歳児以上と保護者

2日㈫ 午前10時30分～11時   
3日㈬ 午前10時30分～11時10分 
4日㈭ 午前10時30分～11時10分

あつまれ ！ ヨチヨチ
親子であそぼう
あつまれ ！
むさしのぴょんちゃん 場　所　武蔵野コミュニティセンター（車での来場はご遠慮ください）

おにイラストコンテスト 5日㈫～31日㈰ (応募期間）全児童 なし 事務室前のポストで随時受付

お正月遊びをしよう 7日㈭ 午後3時30分 小学生以上 なし 時間までに来てね

かぼちゃ大福をつくろう 13日㈬ 午後3時30分 小学生以上 24名 5日㈫午前8時30分から先着順

おはなしの会 14日㈭ 午後3時30分　 小学生以上 なし 時間までに来てね

作って飾ろう ！ プラ板工作 15日㈮ 午後3時30分 小学生以上 24名 5日㈫から　
｢フォトフレーム」を折るよ折り紙教室 20日㈬ 午後3時30分 小学生以上 なし 5日㈫から　

アタック ！ インディアカ 27日㈬ 午後3時30分 小学生以上 なし 5日㈫から　

お子さんとスキンシップしながら楽しい時間を過ごしましょう。ぜひご参加ください。　　　　　

こどもが喜ぶわらべうたあそび

新春特別企画（入場無料）

あすなろ映画まつり ジャグリーマンとあそぼう ！

あつまれ ！ ハイハイ 13日㈬・27日㈬ 午前10時30分～11時 ０歳児と保護者

あつまれ ！ むさしのぴょんちゃん 14日㈭ 午前10時30分～11時10分（武蔵野コミュニティセンター） 1歳児以上と保護者

ワン･ツー・チャチャチャ ！ もとさやま 15日㈮ 午前10時30分～11時10分（元狭山コミュニティセンター） 1歳児以上と保護者

あつまれ ！ ヨチヨチ 19日㈫ 午前10時30分～11時 1歳児と保護者
親子であそぼう 20日㈬ 午前10時30分～11時10分 2歳児以上と保護者

駐車場は台数に限りがありますので、ご協力をお願いします

申し込みは不要です。直接お越しください。

▲ジャグリーマンによる
　「シガーボックス」
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休
館
日

開館時間　午前9時30分～午後5時

子育て支援事業子育て支援事業

幼児向け事業のご案内幼児向け事業のご案内

福　祉

子ども家庭支援センターひばり 石畑１９７２番地
休館日　毎週日・月曜日
　　　　１日祝～３日日･･･年始
開館時間　 午前９時～午後５時

 問合せ　ひばり　始５６８―００５１

★ひばりサロン　～テーマ　きょうだい関係～

　子どもにとって、きょうだい
の存在は、どのように影響し合
うのでしょうか。遊びの邪魔を
したり、けんかになったり…。上の子、真ん中の子、
下の子、それぞれどのように考えていったらよいの
か話し合ってみませんか。
日　時　１月８日金 午前１０時３０分～１１時３０分

★おはなし、はじまるよ！

　「ゼロ歳」から参加できるおはなし会です。
日　時　１月１２日火 午前１１時から
内　容　絵本、紙芝居　ほか

★親子で遊ぼう

日　時　１月２２日金 午前１０時３０分～１１時
内　容　工作（鬼ぼうし作り）

　事業に参加される方は、当日、ひばりへお越しくだ
さい。

子育てや家庭の悩みについて　　

ご相談ください

　
　子ども家庭支援センターでは、子どもや家庭に関
する相談を受け付けています。
　▶子どものしつけの仕方が分からない
　▶子育てに疲れた
　▶イライラして子どもをたたいてしまう
　▶一時的に子どもを預けたいが、預ける場所が　
　　分からない
　▶子どもが不登校ぎみでどう対応したらよいか　
　　分からない
　▶夫の暴力から逃れたい
　その他どのような相談でも受け付けていますの
で、開館時間にお電話またはご来館ください。

始５６８―００５１

子育て
ひろば
子育て
ひろば

駐車場がありませんので、徒歩または自転車でお越しください。

 名　称 内　　　容 日　程 場　所  ・  問 合 せ

□時　間
　午前10時～11時
□対　象
　入園前の乳幼児と
　その保護者

東松原保育園　　557―0140ふれあいクラブ みんなで遊ぼう（身体測定をします） 1月18日㈪

なかよしクラブ みずほひじり保育園　　556―2652お正月遊びを楽しもう 1月25日㈪

みんなのひろば 石畑保育園　　557―2780
小麦粉粘土で遊ぼう

テラスで遊ぼう

1月12日㈫

1月26日㈫

むさしのひろば
むさしの保育園　　554―1284

午前9時30分～11時30分

午前10時～10時10分

1月18日㈮

1月28日㈭

毎週水曜日

毎週水曜日

もちつき大会

誕生会に参加しよう

園庭開放（要予約）

看護師による病気やけがのワンポイント対処法（要予約）
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ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽふれあいさんぽふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

１２月１２日
ひばりクリスマスコンサート

　１９名の青少年がそれぞれの部の最優秀賞を目指し、意見発表を行いました。
　審査の間、アトラクションが行われました。　
　（審査結果は２１ページ参照）

１１月２９日
クロスカントリー（ジュニア）大会

　今年も多くの小・中学生が参加しました。
　ビューパーク競技場からジュンサイ池公園を回
り、起伏の激しいコースを一生懸命走りました。

▲皆さんとても楽しんでいました

１２月６日
フリーマーケット
　今回は、１０５店もの出店申し込みがあり、過去最高と
なりました。天気にも恵まれ、たくさんの方が訪れ、
会場はにぎやかな雰囲気に包まれました。
　次回は、３月７日日に開催予定です。

　スカイウィ
ンドオーケス
トラによる演
奏と読み聞か
せが行われ、最
後にサンタさ
んも登場。
　ほのぼのと
した雰囲気の
中、参加者同士
の交流も図ら
れ、ゆったりと
した時間を過
ごすことがで
きました。▲サンタさんからプレゼント

子ども家庭支援センターひばり

青少年の主張意見発表会
１２月５日

みずほエコパーク

▲アトラクション（三小の児童たちによるハンドベル演奏）
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ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

▲１１月２４日 四小の３年生が松原西公園の花壇にビ
オラを植えました。
滑１１月２７日 一小の５年生が狭山丘陵通りにビオラ
を植えました。

一小・四小花植え

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

町民ハイキング
　今年の町民ハイキングは、西 吾 

あが

 野 駅ま
の

で電車で行き、そこから柿の木峠や 子 ノ
ね

 権現 、吾野駅まで歩きました。
ごんげん

　６２名の参加者が、ハイキングを楽しみ
ました。

１１月２３日

　瑞穂農芸高校が今年
６０周年を迎えました。
　記念式典の後、殿ヶ
谷囃子連による獅子舞
や足踊りが披露されま
した。また、地域との
かかわり合いや特色あ
る授業の紹介などが行
われ、最後はファッ
ションショーで締めく
くりました。

１１月２１日
都立瑞穂農芸高校
創立６０周年記念式典

▲生活デザイン科によるファッションショー

▲殿ヶ谷囃子連による公演
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