
菅支セ 9:30 要申込 エ支セ 10:30 英語であそぼう！ 0才 要申込 菅支セ 9:30 赤ちゃんデー 0才 要申込 ふ児 10:30 おやこリトミック 未就学親子要申込 菅支セ 11:15 お話の日 未就園児親子要申込 ふ児 10:30 ミニフェスタ 誰でも

ふ支セ 9:30 発育測定 未就園児要申込 和支セ 9:00 手形「おひなさま」 未就園児親子要申込 エ支セ 0才 要申込
ふ支セ 9:30 発育測定 未就園児要申込 カメリア 9:30

和支セ 9:00 ア支セ 未就園児親子要申込 中児 11:00 絵本と紙芝居 未就園児親子
小４～中３ 要申込

未就園児親子要申込
本児 10:30 みんなで遊ぼう！ 未就園児親子 ふ支セ 9:30 発育測定 未就園児要申込 押児 10:45 おはなしだいすき 未就園児親子

ア支セ 未就園児親子要申込 本児 16:00 ひなまつりクラフト 小学生 要申込 和支セ 9:00 手形「おひなさま」 未就園児親子要申込

本児 10:30 お話会と体操 未就園児親子 ア支セ 未就園児親子要申込

本児 16:00 ひなまつりクラフト 小学生 要申込 中児 10:30 ひなまつりのおはなし 未就園児親子

中児 15:30 ひなあられ配り 小学生

本児 10:30 みんなで遊ぼう！ 未就園児親子

本児 16:00 ひなまつりクラフト 小学生 要申込

押児 11:00 ハッピーキッズ 未就園児親子

つ児 16:00 小学生会議 小学生

菅支セ 9:30 要申込 菅支セ 10:30 ふれあいあそび 未就園児親子要申込 菅支セ 9:30 赤ちゃんデー 0才 要申込 エ支セ 10:30 英語であそぼう！ 0才 要申込 菅支セ 11:15 お話の日 未就園児親子要申込 本児 10:30 要申込

エ支セ 未就園児親子要申込 エ支セ 10:00 作ってHappy！ 未就園児親子要申込 エ支セ 10:00 ベビーマッサージ 3～10ヶ月要申込 中児 10:30 木で作るネームプレート 未就園児親子 エ支セ 10:00 ベビーマッサージ 3～10ヶ月要申込 ふ児 10:00 クリーン大作戦 小学生

ふ支セ 10:30 お話の会 未就園児要申込 ほのみ 9:30 ZOOMによるリトミック 未就園児要申込 中児 10:30 木で作るネームプレート 未就園児親子 中児 15:30 大好き！！プラバン 小学生 つばき 10:00 ふ児 13:00 おはなしのとびら 幼児・小学生

中児 10:30 木で作るネームプレート 未就園児親子 中児 10:30 木で作るネームプレート 未就園児親子 中児 15:30 大好き！！プラバン 小学生 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 （オンライン） 未就園児親子要申込
つ児 13:30 わくわく製作 小学生 要申込

中児 15:30 大好き！！プラバン 小学生 中児 15:30 大好き！！プラバン 小学生 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 押児 10:00 つくってあそぼう 未就園児親子 中児 10:30 木で作るネームプレート 未就園児親子

本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 押児 10:00 つくってあそぼう 未就園児親子 中児 11:00 絵本と紙芝居 未就園児親子

押児 10:00 つくってあそぼう 未就園児親子 中児 15:30 大好き！！プラバン 小学生

ふ児 10:30 ぴよぴよランド 未就学親子要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込

つ児 10:30 おはなしホッとタイム 未就園児親子要申込 押児 10:45 おはなしだいすき 未就園児親子

つ児 10:30 親子で遊ぼう♪ 未就園児親子要申込

春分の日

菅支セ 9:30 要申込 はく支セ 9:30 身体測定 未就園児要申込 菅支セ 9:30 赤ちゃんデー 0才 要申込 菅支セ 10:00 リフレッシュ体操 未就園児親子要申込 菅支セ 11:15 お話の日 未就園児親子要申込

ふ支セ 11:00 誕生会 未就園児要申込 エ支セ 10:00 誕生会 未就園児親子要申込 はく支セ 9:30 身体測定 未就園児要申込 はく支セ 13:00 赤ちゃん相談 0才 要申込 中児 11:00 絵本と紙芝居 未就園児親子

中児 10:30 ア支セ 10:30 離乳食講座 0才 要申込 エ支セ 0才 要申込 はく支セ 9:30 身体測定 0才 要申込 中児 10:30

本児 10:30 お話会と体操 未就園児親子 中児 10:30 ふ支セ 9:30 スマイルデー 未就園児要申込 エ支セ 10:00 作ってHappy！ 未就園児親子要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込

本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 中児 10:30 中児 10:30 押児 10:45 おはなしだいすき 未就園児親子

押児 本児 10:30 みんなで遊ぼう！ 未就園児親子 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込 本児 16:00 本町タイム 小学生 要申込

本児 10:30 みんなで遊ぼう！ 未就園児親子 押児 11:00 ハッピーキッズ 未就園児親子

ふ児 10:30 おやこリトミック 未就学親子要申込

ふ児 11:10 おはなしのとびら 未就学親子

菅支セ 9:30 要申込 はく支セ 11:00 誕生会 未就園児要申込 菅支セ 9:30 赤ちゃんデー 0才 要申込 和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児親子要申込 菅支セ 11:10 お話の日プレミアム 未就園児親子要申込

和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児親子要申込 和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児親子要申込 エ支セ 0才 要申込 中児 15:30 ふたたび　スライム 小学生 中児 11:00 絵本と紙芝居 未就園児親子

中児 15:30 ふたたび　スライム 小学生 中児 15:30 ふたたび　スライム 小学生 中児 15:30 ふたたび　スライム 小学生 本児 14:00 本町タイム 小学生 要申込 中児 15:30 ふたたび　スライム 小学生

押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込 押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込 押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込 押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込 本児 14:00 本町タイム 小学生 要申込

押児 10:00 おおきくなったかな 未就園児親子 押児 10:00 おおきくなったかな 未就園児親子 押児 10:00 おおきくなったかな 未就園児親子 押児 15:30 いいもんつくるもん 小学生 要申込

ふ児 10:30 ぴよぴよランド 未就学親子要申込 ふ児 15:00 プラバン 小学生 要申込 ふ児 10:00 プラバン 小学生 要申込 押児 10:45 おはなしだいすき 未就園児親子

ふ児 10:00 プラバン 小学生 要申込

カレード 小学生 要申込 菅支セ 9:30 要申込 菅支セ 9:30 赤ちゃんデー 0才 要申込

和支セ 9:00 手作りカレンダーの日 未就園児親子要申込

春のフラワーアレンジメント小学生双子ちゃんデー  多胎児親子

9:30～/11:00～身体計測

助産師に聞くママの体のセルフケア

双子ちゃんデー  多胎児親子

15

9:30～/11:00～ベビーデー

16 17

14:00

かがく実験教室

双子ちゃんデー  多胎児親子

10:30～/11:00～ふれあいあそび未就園児

親子で思い出フォトフレーム未就園児

親子で思い出フォトフレーム未就園児

親子で思い出フォトフレーム未就園児

9:30～/11:00～ベビーデー

発行　野々市市家庭教育サポーター
野々市市教育委員会

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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双子ちゃんデー  多胎児親子

手形アート「おひなさまバージョン」

コズミックカレッジin野々市

28

21 22 23 24

29 30 31

20

双子ちゃんデー  多胎児親子

25 26

9:00～/12:30～ひなまつり製作

9:30～/11:00～

身体計測・ベビーデー

27

14 18 19

9:00～/12:30～ひなまつり製作

9:00～/12:30～ひなまつり製作

親子で思い出フォトフレーム未就園児

親子で思い出フォトフレーム未就園児

お問い合せ

◆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☎）

家庭教育サポーター
９：３０～

なかよし子育て大集合
場所；カメリア

今年はコロナ対策として

エコリサイクルのみ実施します

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。

野々市の子育てに役立つ情報を発信中！

ＨＵＧ ＮＥＴ

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

コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベントが変更、中止となる可能性もございます。支援センターでは、事前予約や時間・人数の制限があります。詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。


