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日時 １０㈫９：３０～１１：１５
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １０㈫９：１５～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １３㈮９：１５～１１：００
対象 乳幼児と保護者
 

 

日時 ４㈬～９㈪９：４５～１１：３０
対象 未就学児と保護者
定員 各クラス２組
費用 ４００円（給食代）
申 直接来園
 

日時 ６㈮１０：００～１８：００
対象 小学３年生以下は保護者
同伴
持ち物 初めて借りる方は、本人
確認ができる書類
 

日時 ９㈪～１３㈮９：４５～１１：３０
対象 平成２４年４/２～平成２７年
１/３１生まれの幼児と保護者
定員 １日５人
費用 ３１０円（給食代）
申 ４㈬９：００から電話
 

日時 １２㈭９：４５～１０：３０
対象 未就学児と保護者
申 電話

11月の幼稚11月の幼稚園園

なかよしキッズ楽器であそぼう
会場・問　第三幼稚園（緯５８１－
７１２７）

いちごの日～自然物を使
って遊ぼう
会場・問　第五幼稚園（緯５９２－
０４３２）

幼稚園においでよ～自然
物を使って製作しよう
会場・問　第二幼稚園（緯５９１－
４１２５）

11月の保育11月の保育園園

保育園の生活を体験
会場・問　もぐさ台保育園（緯
５９１－０８８０）

さくら文庫
会場・問　ひらやま保育園（緯
５８１－９２２５）

親子で保育園体験
会場・問　おおくぼ保育園（緯
５８４－３６９０）

誕生会
会場・問　みなみだいら保育園
（緯５９１－２４６８）

 

日時 １８㈬・１９㈭・２５㈬９：３０～１１：３０
対象 ８カ月以上児と保護者
定員 １日２組
費用 ３１０円（給食代）
申 ４㈬から電話
 

日時 ２０㈮９：４５～１１：００
対象 未就学児と保護者
 

 

日時 ６㈮１１：００～１１：４５※雨天中止
会場 多摩平第一公園
対象 １～３歳児と保護者
 

日時 ６㈮１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ７㈯１４：００～１６：００
対象 １８歳までの児童※乳幼児
は保護者同伴
費用 ３０円（おいも代）
申 電話または直接来館
 

日時 １１㈬・２６㈭１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １１㈬１０：３０～１１：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセン
ター
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １４㈯１１：００～１２：００
対象 １８歳までの児童※乳幼児は
保護者同伴

親子で保育体験
会場・問　みさわ保育園（緯５９１－
６１３１）

誕生会と園庭あそび
会場・問　とよだ保育園（緯５８１
－３４５１）

11月の児童11月の児童館館

乳幼児自由参加ひろば～
げんきっず
問　たまだいら児童館ふれっ
しゅ（緯５８９－１２５３）

乳幼児自由参加ひろば～
ぴよっこの日
会場・問　しんめい児童館（緯
５８３－６５８８）

やきいも大会＆木の実の制作
会場・問　もぐさだい児童館（緯
５９１－７００１）

乳幼児自由参加ひろば「きらきら」
会場・問　まんがんじ児童館（緯
５８３－３３０９）

移動児童館～みんなであ
そぼうIN七ツ塚
問　さかえまち児童館（緯５８５
－８２８１）

親子で楽しむコンサート
会場・問　ひらやま児童館（緯
５９２－６８１１）

 

日時 １７㈫１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２５㈬１０：３０～１２：００
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２７㈮１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２８㈯１１：００～１３：００
対象 １８歳までの児童※乳幼児は
保護者同伴
定員 申込制で先着１８０人
費用 １５０円
申 ４㈬９：３０から電話
 

 

日時 １１/７㈯１０：００～１１：３０
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 ４０人
申 １１/４㈬９：００から電話
 

日時 １１/１２㈭１０：００～１１：３０
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 「心太（ところてん）売」
海野弘作など
講師 「のんど会」の皆さま
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 ４０人
申 １１/４㈬９：００から電話
 

日時 １１/１９～１２/３の毎週木曜日
１４：００～１６：００

乳幼児自由参加ひろば～
わくわくひろば
会場・問　ひの児童館（緯５８１－
７６７５）

手型カレンダー作り
会場・問　みなみだいら児童館
ぷらねっと（緯５９９－０１６６）

乳幼児自由参加ひろば～
えほんの会
会場・問　みさわ児童館（緯５９１－
３４５６）

おもちつき会
会場・問　あさひがおか児童館
（緯５８３－４３４６）

※詳細は公民館

程久保うたごえパーク
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

名作鑑賞会「朗読サロン」
問　中央公民館高幡台分室（緯
５９２－０８６４）

シルバーエイジをどう生きる？
～知っておきたい制度の基本＆
はじめてみよう生前整理
会場・問　中央公民館（緯５８１－
７５８０）

内容 ①生前整理をして心豊か
に過ごそう②覚えておきたい相
続と介護の基礎知識③年金制度
とシニアの収支を考えよう
講師 相田浩和氏（司法書士）、落
合恵子氏（地域包括支援センタ
ーすてっぷ所長）、山下由喜子
氏、古川正行氏（いずれも関東シ
ニアライフアドバイザー協会）
対象 市内在住のおおむね６０歳
以上の方
定員 ２０人
申 １１/４㈬９：００から電話
 

日時 １１/２１㈯、１２/５㈯１８：００～２０：００
内容 ①眠りの仕組みと不思議
を学ぶ②ココロとカラダに最高
の眠りのつくり方
講師 ①福田一彦氏（江戸川大学
教授）②友野なお氏（睡眠コン
サルタント）
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 ２０人
申 １１/４㈬９：００から電話
 

　市内小学生の応募作品の中か
ら選ばれた６作品が登場します。
日時 １１/２２㈰１１：００～１３：３０
会場 一中
持ち物 上履き
 

　今年は５年に１度のショパン
イヤー。本格的なピアノコンサ
ートと話をお楽しみください。
日時 １１/２８㈯１４：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 岡本知也氏
曲目 英雄ポロネーズ、別れの曲、
幻想即興曲、バラード１番な

ど

定員 申込制で先着２００人
申 １１/４㈬９：００から電話
 

日時 １１/２８㈯９：３０～１１：３０
内容 公民館利用者・運営審議会
委員・職員が今後の公民館のあ
り方について自由に意見交流
対象 中央公民館および同高幡
台分室利用者
申 １１/４㈬９：００から電話

今日から実践！睡眠学講座～
眠りがわかる・くらしが変わる
会場・問　中央公民館（緯５８１－
７５８０）

ひのっ子シェフコンテスト
問　中央公民館（緯５８１－７５８０）

バラエティサロン「オール
ショパンプログラム～華
麗なるショパンへの旅」
問　中央公民館（緯５８１－７５８０）

公民館三者懇談会～公民館のこれか
らについていっしょに話しましょう
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント
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