
午前の部　AM　10：00　～　12：00
午後の部　PM　 1：00　～　 5：00
夜間の部　PM　 6：00　～　 8：30

日

日 表 裏

、

AM9:30～11:30　PM1:30～3:30　町民プラザ

AM9:30～11:30　PM1:30～3:30　町民プラザ

AM9:30～11:30　PM1:30～3:30　町民プラザ

日

日

９日

７日

８日

１３日

１０日

８日

１２日

９日

９日

日

「みんなで作るかんたん料理」

AM9:30～11:30 保健センター 「ひなまつり絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

AM9:30～12:00 町民プラザ
園芸教室Ⅱ ２６

「季節、行事のおはなし」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

お菓子づくり教室 ９ 日
読み聞かせ・おりがみ等

「　未　定　」
AM10:00～12:00 ジョイフル本田千代田店

3
手芸教室Ⅱ １６ 日

読み聞かせ・おりがみ等

2

AM9:30～12:30 町民プラザ 「旅立ちの絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

「今日のお話は何だろう」

「　未　定　」
PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

「今日のお話は何だろう」

「レッツスウィーツクッキング」
PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

1

読み聞かせ・おりがみ等

山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

「クリスマスの絵本」
12

読み聞かせ・クリスマスお楽しみ会

「今日のお話は何だろう」
PM 2:00 ～

「今日のお話は何だろう」
PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

図書の展示・貸出 山屋記念図書館
AM9:30～12:30 保健センター

おもしろ科学教室Ⅱ １９

「ミラクルカイロに挑戦！」

料理教室 １５

本との出会いを楽しもう

「おふろの絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

11
 連続教室③（９～１１月） １０ 日

読み聞かせ・おてがみ等

「今日のお話は何だろう」
PM 2:00 ～ 山屋記念図書館「作った器でコケ盆栽を作ろう」

※３回連続の教室になっておりますので、
①・②・③とも参加してください。

本との出会いを楽しもう

「うさぎの絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

10
 連続教室②（９～１１月） ２７ 日

読み聞かせ・聞いた本のお絵かき

「今日のお話は何だろう」
「陶芸教室②」

※３回連続の教室になっておりますので、
①・②・③とも参加してください。

PM 2:00 ～ 山屋記念図書館

8
★８月の読み聞かせ・図書の展示

　８月にも「読み聞かせ」を４日の午後２時
より行います。
　また「本との出会いを楽しもう」は、「こ
わい話、怪談」の図書の展示・貸出です。

※６月９日（土）は、中体連春季水泳大会（予定）のため、午
後６時からのみ一般開放を行います。

9
 連続教室①（９～１１月） ２９ 日

読み聞かせ・おりがみ等

「いのちの絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

「今日のお話は何だろう」
「陶芸教室①」

※３回連続の教室になっておりますので、
①・②・③とも参加してください。

PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

 夏休み親子学習教室 ４ 日

「地元企業「サントリー」を見学しよう」

AM10:30～12:00 町民プラザ

7
 手芸教室Ⅰ ２１ 日

読み聞かせ・おりがみ等

「今日のお話は何だろう」

「かわいいモップを作ろう！」
PM 2:00 ～ 山屋記念図書館

２３ 本との出会いを楽しもう

　必ずご持参頂き、窓口に提示してください。カードを忘れ
た場合は、有料となりますので必ず持って来てください。
　また、カードは大切に保管してください。

本との出会いを楽しもう

AM9:30～11:30 町民プラザ 「夏（なつ）の絵本」
図書の展示・貸出 山屋記念図書館

　温水プールの土曜日無料開放は、これまでと同様に、引
率者（一緒に入るご家族）も無料となります。
　ご利用の際は、「温水プール土曜日無料利用カード」が必
要です。

図書の展示・貸出 山屋記念図書館

6

 園芸教室Ⅰ １６ 読み聞かせ・おりがみ等

「プチ寄せ植え」 「今日のお話は何だろう」

5
AM9:30～12:30 太　公　苑 「歯の絵本」

「炭酸ガスロケットを飛ばそう」 「雨の絵本」
AM9:30～12:00 町民プラザ 図書の展示・貸出 山屋記念図書館

AM10:00～12:00 町民プラザ PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
おもしろ科学教室Ⅰ

　「土曜はいつでも無料」

「今日のお話は何だろう」

「めざせ！フィッシングチャンピオン」 PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

 魚釣り教室 １９ 日
読み聞かせ・おりがみ等 １２日

　★スポーツは、総合型スポーツクラブ（ちよスポ）も

　あるよ！！

　　 　分野
　　　　　施設

 月

文化・教養
「町民プラザ」

図　書　館
「山屋記念図書館」

プール
「温水プール」

通年で実施

PM 2:00 ～ 山屋記念図書館
本との出会いを楽しもう

「学校・幼稚園のおはなし」
4

読み聞かせ・聞いた本のお絵かき

「今日のお話は何だろう」 プール開放

図書の展示・貸出 山屋記念図書館

１４日

小学生のみんなへ

教室などに参加するときは、

この「チャレンジ手帳」を

必ず持ってきてね♪

ハンコをゲットして、自分を

レベルアップさせよう★

教 室

各教室を実施するときには、チラシ等で参加を

呼びかけます。お気軽にご参加ください。

なお、都合により内容や日時を変更することが

ありますので、ご了承ください。

子ども教育相談

友達のこと、家族のこと、勉強のこと、部活のこ

となど、何でもかまいません。気軽に電話してくだ

さい。ひとりで考えているよりも気持ちが楽になる

かもしれませんよ。

ＴＥＬ：８６－５３５０

★お問い合わせ・休館日★

○町民プラザ（８６－６３１１） ・・・・・・・ 休館日：月曜日、祝日

○山屋記念図書館（８６－２８８５） ・・・ 休館日：月曜日（月曜日が祝日の日は開館・その週の最初の開館日を休館）、

祝日、特別整理期間

○温水プール（８６－３０１２） ・・・・・・・ 休館日：月曜日（月曜日が祝日の日は開館・次の日以降の祝日でない日を休館）

スタンプを集めて、素敵なプレゼントを

ゲットしよう♪

プールに入る前には、「準備運動」を

わ・す・れ・ず・に♫



◆教室に参加することによって◆

子ども達は、教室に参加することにより実施

している教室の内容だけでなく、様々な体験が

得られると思います。

他校(園)の児童や生徒、園児が一緒になり、
異なる年齢間で行う集団活動体験

「参加する」という行動で育まれる積極的な

姿勢

楽しむことや苦労した後に感じる充実感・

達成感

このような経験や体験をすることで、感受性

が育まれ、子ども達の心身の成長を促進させる

ことにつながります。

そして、子ども達が地域で楽しく活動する場

の一つとして、お子さんの健やかな成長の手助

けとなればと考えています。

◆ 始まりと目的 ◆

子ども達へのゆとりをもたせるために、土曜日が休みとなっ

ていき、今や学校は完全週休二日になりました。それに伴い、

子ども達が自由に活動でき、家庭や地域で過ごす時間が増えま

した。

このような中で、企画したのがこの「子ども学習支援事業」

です。

一年を通して、体験活動･読書･読み聞かせ･プールの無料開

放といった、多くの種類の教室を行います。

より多くの体験をすることで、子ども達が自分自身でやりた

いことを見つけ、自ら学ぶ力を身につけてもらうことを目的と

します。

子ども達は、この事業の意味を今は理解できないかもしれませ

んが、参加することでいろいろな思い出が記憶に残ります。

この事業で体験したことが子ども達の成長の糧となり、可能性

という芽を大きくするためのきっかけになることを願っています。

ぜひ、子ども達に色々な体験・経験をさせてあげてください。

なに いろいろ まよ

何になりたいのかなぁ～？ 色々あって、迷っちゃう・・・・・。
てちょう つか こと さん か

そうだ！「チャレンジ手帳」を使って、いろんな事に参加して
さが

やりたいことを捜してみよっと。

かつ よう

て ちょう

せんしゅ いしゃ けんきゅうしゃ ほいくし かんごし

スポーツ選手？ 医者？ 研究者？ 保育士？ 看護師？ やっぱりタレント？
てちょう つか じぶん けいけんち つ

この「チャレンジ手帳」を使って、自分の経験値を積んでレベルアップしよう！！
ゆめ い

ぜひ、「夢」を言ってみてください。
ゆめ じつげん めいかく ぐたいてき い

「夢」を実現させるに、できるだけ明確に！具体的に！言ってみよう。
むかし ことだま い じぶん だ ことば しんぴてき ちから やど

昔から「言霊」と言って、自分から出した言葉には、神秘的な力が宿ると
い ゆめ じつげん

言われています。「夢」が実現できるかもしれないよ！


