
八幡地域 美並地域 明宝地域 和良地域 白鳥地域 大和地域 高鷲地域

1月1日 金 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （バ・図）休館 （た・北・図）休館

2 土 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （バ・図）休館 （た・北・図）休館

3 日 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （バ・図）休館 （た・北・図）休館

4 月 （図）休館 （図）休館 （図）休館 （図）休館 （図）休館 （バ・図）休館 （図）休館

5 火 （児）工作Day （児）すくすく広場 （保・予）乳幼児健康相談 （バ）休館

6 水 （さ）ほっとサロン （児）子育て相談日 （大・予）スマイルデー

7 木 （保）ほっとサロン （児）すくすく広場
（浄・予）雪遊びorお正月あそびをしよう
（大・予）ハンドメイドMaMa［手形アート］

8 金 （妙・予）作って遊ぼう！折り紙あそび【5組】 （大・予）ハンドメイドMaMa［あみもの］ （バ）子育て相談日 （保・予）乳幼児健康相談

9 土 （図）おはなしひろば　10:30～ （図）おはなし会　10:00～ （児）臨時休館 （図）おはなしひろば　14:00～ （図）おはなし会　10:30～
（た・予）かるた取り【10組】
（図）おはなし会　10:30～

10 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

11 月 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （た・北・図）休館

12 火 （図）休館
（保・予）乳幼児健康相談
（図）休館

（児）すくすく広場
（石）つぼみ学級:親子ヨガ＆お正月あそび
（高）あかちゃんサロン:だるまさんを作ろう
（大・予）ハンドメイドMaMa［パン］（図）休館

（図）休館 （図）休館

13 水
（じ・予）カレンダーづくり【5組】
（保・予）乳幼児健康相談

（さ）ほっとサロン
（学）わらいっこくらぶ:お正月あ
そび

（白保・予）手づくりコマを作って遊ぼう
（ま）風船遊び＆雪・そり遊び

（や・予）手づくりおもちゃを作ろ
う【5組】

14 木
（妙・予）第3回親業講演会【10組】
（文）まめっこくらぶ

（八・文）まめっこくらぶ
（保）ほっとサロン
（八・文）まめっこくらぶ

（八・文）まめっこくらぶ
（児）すくすく広場

（浄・予）雪遊びorお正月あそびをしよう
（大・予）お茶しましょう

15 金 （児）あーにしてトーク〈子育て相談〉 （児）すくすく広場 （大・予）2才親子クッキング
（学）おおきくなぁれ:2才児グルー
プ限定行事（バ）清掃のため午後臨
時休館

16 土 （図）おはなしひろば　10:30～ （図）休館
（児）臨時休館
（図）おはなし会　14:00～

（図）おはなしひろば　14:00～ （図）おはなし会　10:30～

17 日 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （た・北・図）休館

18 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館
（さ）あかちゃん＆ほっとサロン:
だるまさんをつくろう（図）休館

（図）休館
（白幼）でんでん太鼓を作ろう（図）休館
（大・予）ハンドメイドMaMa［パン］

（図）休館 （図）休館

19 火 （児）すくすく広場 （大・予）誕生会（大和・保・予）もぐもぐ教室
（保・予）もぐもぐ教室
（保・予）乳幼児健康相談

（た・予）風船あそび【10組】
（大和・保・予）もぐもぐ教室

20 水
（さ）ほっとサロン＆子育て相談
日

（北）ちびっこ学級:お正月あそび
（大・予）1才親子で遊ぼう
（白保）1月のお誕生日会

21 木
（学）伝々夢詩:歯科衛生士さんの話＆カレンダーづ
くり

（保・予）乳幼児健康相談 （児）すくすく広場
（浄・予）雪遊びor伝承遊びをしよう
（大・予）お茶しましょう

（バ）あかちゃんサロン:だるまさん
を作ろう（学）おおきくなぁれ:小児
救急講座　13:00～

22 金 （児）あかちゃんサロン:だるまさんを作ろう （児）すくすく広場 （大・予）0才親子で遊ぼう①

23 土 （図）おはなしひろば　10:30～ （図）おはなし会　10:30～ （図）休館 （児）臨時休館 （図）おはなしひろば　14:00～ （図）おはなし会　10:30～

24 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

25 月
（ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館
（児）あーにしてトーク〈子育て相談〉

（さ）ほっとサロン
（図）休館

（図）休館
（白幼）はらべこあおむしモビールづくり
（大・予）0才親子で遊ぼう②（図）休館

（図）休館 （図）休館

26 火 （児）すくすく広場 （高）子育て相談日（図）休館 （図）休館

27 水
（ひ）プチプチクラブ
（妙・予）第2回親子運動遊び:すくすくクラブ【10
組】

（さ）ほっとサロン （児）すくすく広場
（ま）シールあそび＆雪・そり遊び
（白保・予）オニのお面を作ろう
（大・予）あかちゃんくらぶ（図）休館

（バ）多胎サークル キルシェの会

28 木 （は）絵本の世界へようこそ！ （保）ほっとサロン （保・予）乳幼児健康相談
（保）まめっこくらぶ（図）休館
（浄・予）雪遊びor伝承遊びをしよう

（白鳥・保）まめっこくらぶ （白鳥・保）まめっこくらぶ

29 金 （児）手づくり広場:鬼のお面づくり

30 土
（児）つくるのだいすき
（図）おはなしひろば　10:30～

（図）休館 （児）臨時休館 （図）おはなしひろば　14:00～ （図）おはなし会　10:30～

31 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

2月1日 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館
（さ）ほっとサロン＆子育て相談
日（図）休館

（図）休館 （大・予）スマイルデー（図）休館 （図）休館 （図）休館

2 火 （保・予）もぐもぐ教室（図）休館
（八・保・予）もぐもぐ教室
（図）休館

（八・保・予）もぐもぐ教室 （八・保・予）もぐもぐ教室
（大・予）ハンドメイドMaMa［パン］
（保・予）乳幼児健康相談

（図）休館

3 水 （図）休館 （さ）ほっとサロン （図）休館

4 木 （文）まめっこくらぶ （八・文）まめっこくらぶ
（保）ほっとサロン
（八・文）まめっこくらぶ

（八・文）まめっこくらぶ （大・予）お茶しましょう

5 金 （大・予）ハンドメイドMaMa［あみもの］ （バ）子育て相談日 （保・予）乳幼児健康相談

6 土

7 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

8 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館
（さ）あかちゃん＆ほっとサロン
（図）休館

（図）休館 （大・予）ハンドメイドMaMa［パン］（図）休館 （図）休館 （図）休館

9 火 （保・予）乳幼児健康相談 （大・予）ハンドメイドMaMa［手形アート］ （保・予）乳幼児健康相談

10 水 （保・予）乳幼児健康相談 （さ）ほっとサロン （大・予）あかちゃんくらぶ

11 木 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （児・図）休館 （図）休館 （図）休館 （た・北・図）休館

12 金 （大・予）2才親子クッキング

【明宝地域】(明)明宝保育園87－

2008 (学)乳幼児学級/(図)郡上市図

書館めいほう分室･(コ)コミュニティセ

ンター87－2016 (保)母子保健また

は保健センター会場87－2211

【高鷲地域】(北)たかす北児童館73－2037

(た)たかす児童館72－5551 (図)郡上市図

書館たかす分室/(町)町民センター72－5076

(学･愛)乳幼児学級（愛育会）(保)母子保健ま

たは健康管理センター会場72－5111（予）

予約

【美並地域】（み）みなみ園79－2147

（学）乳幼児学級/（図）郡上市図書館み

なみ分室79－3700 (保）母子保健79－

3111 （さ）健康福祉センターさつき苑

会場79－3393

【和良地域】(児)わら児童館77－2129 (学)乳幼
児学級/(図)郡上市図書館わら分室/(町)町民セン
ター77－2724 (保)母子保健または保健セン
ター会場77－4007

【大和地域】(や)やまびこ園88－2090 (学)

乳幼児学級88－2211 (図)郡上市図書館やま

と分室/(生)生涯学習センター88－3381 (保)

母子保健または保健福祉センターやまつつじ会

場88－4511（バ）大和子どもセンターバンビ

88－3777

【白鳥地域】(大)大中保育園82－5321 (白保)白鳥保育園82－2338 (白幼)

白鳥幼稚園82－2337 (浄)浄心こどもの城82－3081 (ま)まどか保育園84－

1176 (北)北濃保育園85－2062 (学)乳幼児学級/(ふ)白鳥ふれあい創造館82

－6000 (図)郡上市図書館82－6006 (予)要予約 (保)母子保健または保健セ

ンター会場82－3112 (高)高齢者福祉センター82－3112 （石）いとしろ

保育園86ー3076 （白幼保）白鳥幼稚園・白鳥保育園合同

【八幡地域】(じ)じきょう保育園67－0291 (ひ)ひかり保育園63－2162 (妙)妙高こども園65－
3210(は)はちまん幼稚園65－2515 (学)乳幼児学級67－1128 (児)はちまん児童館66－0209
【保)母子保健または保健センター会場65-6111 (図)郡上市図書館はちまん分館 65－6769 (ポ)お
もちゃ図書館ポン太:南部コミュニティセンター (文)郡上市総合文化センター67－1555 (市)市民病
院67―1611 (自)自主サークル (子)子育て支援センター66-0209 (予)要予約 ※おもちゃ図
書館ポン太・自主サークルについてのお問い合わせは、郡上市子育て支援センターまでお願いします。
66-0209 

高鷲のふれあい広場（ぽぷらの家）
は月～金 開館しています。
12/29～1/3は休館します。

郡上市からのお知らせなど、メール配信サービスで配信しています。

各児童館（和良・高鷲・高鷲北）
は、開館時間が10時から16時30
分です。気軽にご利用ください.。
なお、はちまん児童館については、
館内の清掃と消毒作業のため、当
面の間10時～12時、13時30分
～16時の利用となります。

バンビ駐車場について 大和駐在所の建設工事に伴い、
西駐車場がすべて使用できなくなります。北側駐車場と佐
川急便裏駐車場をご利用ください。また危険ですので、国
道からの出入りは避け、佐川急便と駐在所の間の道からの
進入・退出をお願いいたします。

右記のアドレスに空メールで送信して登録できます。メールアドレス：t-gujo@sg-m.jp１月 郡上市子育てカレンダー

新型コロナウイルスの感染拡大状
況により、活動の予定が変更とな

る場合があります。

ほっとサロンめいほうは乳幼児健

康相談日以外の毎週木曜日に明宝

保健センターにて開設しています。

すくすく広場は、
児童館の先生が
いる日です。

ほっとサロンしろとり・みな
み・めいほうは、当分の間、消
毒作業のため、10:00〜
11:30の利用となります。

乳幼児健康相談・もぐもぐ教室は、
予約制になります。利用する際は各
地域の保健師にお電話ください。

郡上市民病院で行われる
「わんわんサークル」はし
ばらくお休みします。再開
時は郡上市民病院ホーム
ページなどにてお知らせし
ます。

白鳥庁舎敷地内にある白鳥高齢
者福祉センターで開設していま
すほっとサロンしろとりは、月
～金曜日10時～11時30分、
開設します。年末年始は12/２
９～1/４までお休みします。

あかちゃんサロンのため、
午前のバンビの利用は0歳児
親子限定となります。

大和子どもセンターバンビは月～金
開館しています。（祝日はお休みで
す）なお、館内の清掃と消毒作業のた
め、当面の間10:00〜12:00、
13:00〜14:30の利用となります。
地域サークルなど開催する時間帯は、
サークルの利用のみに限らせていただ
きます。年末年始は12/２８～1/５ま
でお休みします。


