
カレード 11:00 うさこちゃんおはなし会 3才以上

保セ 9:00 市民 要申込
菅支セ 8:30 双子ちゃんデー 多胎児親子 カレード 10:30 ピヨピヨおはなし会 0～2才 菅支セ 8:30 赤ちゃんデー 0才 はく支セ 10:30 助産師さんとお話し 未就園児要申込 菅支セ 11:00 お話の日 未就園児 ふ児 13:00 おはなしのとびら 幼児・小学生

エ支セ 9:00 絵本貸出 未就園児 エ支セ 9:00 身体測定 0才 和支セ 10:00 歯科衛生講座 未就学親子 ふ支セ 9:30 発育測定 2才 カレード 11:00 うさこちゃんおはなし会 3才以上

フォルテ どなたでも ふ支セ 9:30 発育測定 0才 エ支セ 9:00 ベビーデー 0才 ア支セ 10:00 食育講座 未就園児要申込 和支セ 10:30 講座「おやつについて」 未就学親子

美支ひ 11:30 ホールあそびDAY 未就園児 ふ支セ 9:30 発育測定 1才 美支ひ 10:30 お外あそびDAY 未就園児 Ｖ10 9:30 要申込

本児 10:30 お話会と体操 未就園児 押児 16:00 むっちゃおもしーげん 小学生 要申込 エ保 10:00 なかよしの日「エンジェル劇場」 未就園児要申込 中児 10:30 絵本と紙芝居 未就園児

つ児 16:00 小学生会議 小学生 ほりうち 10:00 なかよしの日 未就園児 押児 10:45 体操とお話し 未就園児

中児 16:30 脳トレ！囲碁教室 小学生 要申込

ふ児 10:30 おやこリトミック 0～6才 要申込

菅支セ 8:30 双子ちゃんデー 多胎児親子 はく支セ 10:30 産後ヨガ 未就園児要申込 菅支セ 8:30 赤ちゃんデー 0才 菅支セ 10:30 誕生会 未就園児 菅支セ 11:00 お話の日 未就園児 中児 14:00 父の日プレゼントづくり 小学生 要申込

ふ支セ 10:30 お話の会 未就園児 エ支セ 10:00 お誕生会 未就園児要申込 エ支セ 9:00 ベビーデー 0才 エ支セ 10:00 レジンアクセサリー 未就園児要申込 ふ支セ 10:30 看護師の話 未就園児要申込 本児 10:30 父の日のプレゼント作り 小学生 要申込

和支セ 11:00 お話しの日 未就学親子 美支ひ 10:30 お外あそびDAY 未就園児 ふ支セ 10:30 スマイルデー 未就園児要申込 美支ひ 10:00 ベビーマッサージ
2ヶ月～
1才前後

要申込 ア支セ 9:00 身体計測・育児相談 未就園児 ふ児 10:00 夏まつり盛り上げ隊 小学生 要申込

富保 10:00 なかよしの日 未就園児 中児 16:00 まんでおもしいぞ 小学生 要申込 押保 10:00 なかよしの日 未就園児 美支ひ 10:30 にこにこベビーリトミック 0才中心 要申込 ふ児 13:00 父の日工作 小学生 要申込

Ｖ10 9:30 ベビーマッサージ 3～6ヶ月 要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 あわだ 10:00 なかよしの日 未就園児 中児 10:30 絵本と紙芝居 未就園児

本児 10:30 みんなで遊ぼう！ 未就園児 押児 10:30 つくってあそぼう 未就園児 つばき 9:30 子どもキラキラ運動あそび 未就園児要申込 押児 10:45 体操とお話し 未就園児

ふ児 10:30 ぴよぴよランド 0～6才 ふ児 15:00 観劇バス遠足 小学生 要申込 ほのみ 9:30 発育測定・ふれあい遊び 未就園児

つ児 10:30 おはなしホッとタイム 未就園児 つ児 16:00 わくわく製作 小学生 要申込 扇幼 10:00 ナースリールーム 未就園児要申込

フォルテ 16:00 ぬいぐるみミュージカル どなたでも 要申込 青二幼 10:20

菅支セ 8:30 双子ちゃんデー 多胎児親子 はく支セ 9:00 身体測定 2才 菅支セ 10:30 ベビーマッサージ
3ヶ月～
誕生月

要申込 菅支セ 10:30 あつまれげんきっこ 未就園児要申込 菅支セ 11:00 お話の日 未就園児 本児 10:00 リトルシェフクッキング 小学生 要申込

Ｖ10 9:30 ベビーヨガ 3～6ヶ月 要申込 エ支セ 10:00 セレクトマッサージ 保護者対象要申込 菅支セ 13:00 赤ちゃんデー 0才 はく支セ 9:00 身体測定 0才 ふ支セ 10:30 誕生会 未就園児要申込 つ児 13:00 七夕飾り作り 小学生

本児 10:30 お話会と制作 未就園児 つ児 10:30 親子で遊ぼう♪ 未就園児要申込 はく支セ 9:00 身体測定 1才 はく支セ 13:00 赤ちゃん相談 0才 和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児 カレード 11:00 うさこちゃんおはなし会 3才以上

つ児 16:00 エ支セ 9:00 ベビーデー 0才 エ支セ 10:00 ベビーマッサージ 3～10ヶ月 要申込 ア支セ 10:30 誕生会 未就園児 カレード 14:30 ストーリーテリング 3才以上

ふ支セ 10:30 給食試食会（中期食） 未就園児要申込 エ支セ 10:00 クッキング 未就園児要申込 美支ひ 11:30 ホールあそびDAY 未就園児

和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児 中保 10:00 なかよしの日 未就園児 中児 10:30 おいでおいで親子 未就園児

美保 10:00 なかよしの日 未就園児 ほりうち 9:30 乳幼児の運動の話 未就園児 押児 10:45 体操とお話し 未就園児

ほのみ 9:30 リトミック遊び 未就園児 カレード 16:00 エドのおはなしタイム！ 3才以上

中児 16:30 脳トレ！囲碁教室 小学生 要申込

ふ児 10:30 おやこリトミック 0～6才 要申込

ふ児 11:05 おはなしのとびら 0～6才

カレード 10:30 ピヨピヨおはなし会 0～2才

カレード14:00 小学生 要申込
菅支セ 8:30 双子ちゃんデー 多胎児親子 菅支セ 10:30 講座「乳幼児期の心の発達」 未就園児要申込 菅支セ 8:30 赤ちゃんデー 0才 菅支セ 10:00 ママピラティス ０～３歳 要申込 菅支セ 11:00 お話の日プレミアム 未就園児 ア支セ アリスわいわい祭り 未就園児

和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児 はく支セ 11:00 誕生会 未就園児要申込 エ支セ 9:00 ベビーデー 0才 エ支セ 10:00 工作をしよう「七夕かざり」 未就園児要申込 ふ支セ 9:30 七夕製作 未就園児要申込
※詳細はお問合せ下さい

カレード14:30 3才以上 美支ひ 美支ひ 10:30 身体測定＆健康相談・誕生会 未就園児 和支セ 10:30 わくわくクッキング 未就園児要申込 扇幼 10:00 ナースリールーム 未就園児要申込 和支セ 13:00 ベビーマッサージ
2ヵ月～
ハイハイ
前

要申込 本児 14:00 折り紙の日 小学生

未就園児
ふ保 10:00 なかよしの日 未就園児 御保 10:00 なかよしの日 未就園児 青二幼 10:20 美支ひ 10:30 すくすくベビーリトミック 1才中心 要申込 ふ児 9:30 じゃがいもほり＆ランチ 小学生 要申込

つばき 9:30 ふ児 10:30 ぴよぴよランド 0～6才 Ｖ10 9:30 ベビースイミング
6ヶ月～
2才

要申込 押児 10:30 リズムで遊ぼう 未就園児要申込 和光 10:00 なかよしの日 未就園児

未就園児要申込
つ児 10:30 ララ・ムジカ～親子De音遊び～ 未就園児要申込 押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込 中児 10:30 6月生まれ誕生会 未就園児

カレード10:30 3才以上 押児 10:45 体操とお話し 未就園児

つ児 10:30 親子クッキング 未就園児要申込スペシャルおはなし会

発行　野々市市家庭教育サポーター
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スマイルハウス 場所；青竜幼稚園 未就園児

歯の健康フェスタ

13:30

フレンドリーコンサート ミニ演奏会（ハンドベル演奏）0～2才・妊婦

スマイルハウス 場所；青竜第二幼稚園 未就園児

七夕飾り作り（6/17～6/21）小学生

かがく実験教室

うさこちゃんおはなし会

色育でスッキリ＆リフレッシュ

製作あそび（七夕製作）6/24～6/28

野々市の子育てに役立つ情報を発信中！ののいちはぐ.net

(http://www.nonoichihug.net/)
こどもカレンダーがＷＥＢ上でもご覧頂けます☆

お問い合せ先 ◆菅支セ248-4634 ◆はく支セ248-4337 ◆エ支セ248-2888 ◆ふ支セ246-1181 ◆和支セ272-8405 ◆ア支セ294-2525 ◆美支ひ246-3320 ◆中保248-0240 ◆富保 248-0828

◆押保248-0343 ◆御保248-0181 ◆あす保246-0211 ◆あわだ246-3737 ◆はく保248-4337 ◆つばき248-1155 ◆和光248-6250 ◆エ保248-2888 ◆ふ保 246-1181 ◆ほりうち248-2320

◆アリス294-2525◆Ｖ10 248-6210 ◆美保246-3320 ◆ほのみ248-7000 ◆扇幼248-1501 ◆青二幼298-7044 ◆中児248-5325 ◆本児246-3881 ◆押児 248-9666 ◆ふ児214-6125

◆つ児248-2111 ◆カレード248-8099◆保セ248-3511 ◆フォルテ248-8000 ◆カメリア227-6200 （お問い合わせは各施設へ☎）

カレンダーの見方

施設名・開始時間

・内容・対象・申込

の有無

オレンジ色で記載した

ものは参加費が必要で

す。

☆あそびに来てね☆

なかよしの日
市内各保育園で

未就園児親子対象に開放

10：00～11：30

https://illustrain.com/?p=25639
https://illustrain.com/?p=25639

