
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

8月1日 土 （児）つくるのだいすき〈先着5名〉 （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〜

2 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

3 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

（児）すくすく広場（図）休館 （大・予）スマイルデー（図）休館 （図）休館 （図）休館

4 火
（児）工作day〈先着10名〉
（保・予）もぐもぐ教室

（八・保・予）もぐもぐ教室
（学）ひよっこクラブ:開級式
（八・保・予）もぐもぐ教室

（八・保・予）もぐもぐ教室 （保・予）乳幼児健康相談

5 水 （さ）ほっとサロン （児）子育て相談日
（ま）しゃぼん玉遊び＆水遊び
（白保）てんとうむしのひろば

（バ・予）工作:午後〈５組〉

6 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 （浄・予）手形アートで壁飾りをつくろう

7 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

8 土 （図）おはなし会:14:00〜 （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〜 （図）おはなし会:10:30〜

9 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

10 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（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

11 火 （児）あ〜にしてトーク［子育て相談］
（保・予）乳幼児健康相談
（図）休館

（児）すくすく広場
（大・予）ハンドメイドMaMa［パン］
（高）あかちゃんサロン牛乳パックでパペットづくり

12 水 （保・予）乳幼児健康相談 （さ）ほっとサロン（図）休館 （児）すくすく広場 （バ）午後臨時休館

13 木 （図）休館 （高）ほっとサロン休館 （バ）お盆休み

14 金 （図）休館 （高）ほっとサロン休館 （バ）お盆休み

15 土 （図）休館 （児）臨時休館（図）休館 （図）休館 （図）休館

16 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

17 月 （図）休館 （さ）ほっとサロン（図）休館 （児）すくすく広場（図）休館 （図）休館 （図）休館 （図）休館

18 火 （大・予）ハンドメイドMaMa［パン］ （保・予）乳幼児健康相談

19 水
（さ）あかちゃん＆ほっとサロン
牛乳パックでパペットづくり

（白保）てんとうむしのひろば （バ・予）工作:午後〈５組〉

20 木 （学）伝々夢詩 （保・予）乳幼児健康相談
（浄・予）手形アートで壁飾りをつくろう
（学）タンポポ学級:手形・足形アート
（大・予）お茶しましょう

（バ）あかちゃんサロン牛乳パック
でパペットづくり

21 金 （児）あ〜にしてトーク［子育て相談］
（学）リトルキッズ:ママのための
美姿勢講座

（大・予）２才親子でクッキング
（学）おおきくなあれ:子育て座談会
「食のお話」

22 土 （図）おはなし会: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〜

23 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

24 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館 （さ）ほっとサロン（図）休館 （図）休館 （大・予）１才親子であそぼう（図）休館 （図）休館 （図）休館

25 火 （妙・予）作って遊ぼう〈10組〉 （児）すくすく広場 （高）子育て相談日

26 水 （ひ・予）プチプチクラブ:夏祭りごっこ〈2組〉 （さ）ほっとサロン
（学）わらいっこくらぶ:プール遊
び＆手形とり

（ま・予）上平先生と水遊びおもちゃを作ろう
（白保）てんとうむしのひろば
（北）ちびっこ学級:はじめましての会
（大・予）ハンドメイドMaMa［アクセサリー］

（バ）キルシェ（多胎サークル）
（バ・予）工作:午後〈５組〉

27 木 （は）ほっとハート:はじめましての会 （保）ほっとサロン （保・予）乳幼児健康相談
（浄・予）身体測定＆お誕生会
（保）まめっこくらぶ

（白・保）まめっこくらぶ （白・保）まめっこくらぶ

28 金
（児・予）あかちゃんサロン:牛乳パックでパペット
づくり〈5組〉（図）休館

（図）休館 （図）休館 （大・予）０才親子であそぼう①（図）休館 （図）休館 （図）休館

29 土 （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〜

30 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

31 月
（児）あ〜にしてトーク［子育て相談］
（ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館

（さ）ほっとサロン（図）休館 （児）すくすく広場（図）休館
（白幼）にこにこひろば
（大・予）０才親子であそぼう②（図）休館

（図）休館 （図）休館

9月1日 火 （保・予）乳幼児健康相談

2 水 （さ）ほっとサロン （大・予）スマイルデー

3 木 （保）ほっとサロン

4 金 （大・予）ハンドメイドMaMa［あみもの］ （保・予）乳幼児健康相談

5 土

6 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

7 月 （ポ）おもちゃ図書館ポン太（図）休館 （さ）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

8 火 （保・予）乳幼児健康相談 （大・予）お誕生会

9 水 （保・予）乳幼児健康相談 （さ）ほっとサロン

10 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

11 金 （大・予）2才親子でクッキング

12 土 （図）休館

13 日 （児）休館 （図）休館 （児・図）休館 （た・北）休館

【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。

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（八幡・和良・高鷲・高鷲

北）は、開館時間が9時30分から

17時30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９:30〜12:00、13:30〜

16:30の利用となります。

子育て支援センターでは、相談員による子育て相談を受け付けています（６６－０２０９）子育てに迷った時、つらい時、心配がある時など、1人で悩まずに相談してください。相談室での相談・各地域へ出向いての相談など、希望に合わせて相談に応じます。

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。

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.jp８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。

８・９月の乳幼児健康相談・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。（祝日・お盆・年末年始はお休み）気
軽に遊びに来て下さいね！なお、駐車場は白鳥庁舎前をご利用ください。


