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12月出町児童センター
/FAX33-3890

開館日及び開館時間
月曜日………午後2時～5時30分
火～土曜日…午前9時30分～午後5時30分

12月
「東山見・青島・雄神・
　　　　　 種田児童館」

毎週木曜日
 6 日（土）
13日（土）

18日（木）

20日（土）

22日（月）～29日（月）

25日（木）
26日（金）
27日（土）

にこにこひろば（午前10時～）
カルタ、百人一首で遊ぼう（午後2時～）
かんたんクッキング（午後2時～）
<要申込み、定員15名、参加費100円>
にこにこひろば「クリスマスの集い」
（午前10時30分～）
クリスマスの集い（午後2時～）
<要申込み、定員40名、参加費200円>

チャレンジ検定週間
子育てサロン  
大そうじ（午後３時～）
カルタ、百人一首で遊ぼう（午後2時～）

開館日
　東山見：月～土曜日 82-4099
　青　島：月～土曜日 82-6470
　雄　神：土曜日 82-7350
　種　田：土曜日 82-5430
12月24日～27日及び1月5日～
7日は4館とも開館します。
開館時間　午後1時～5時

 13日  クリスマス会 （青島児童館）
 19日  クリスマス会 （東山見児童館）

国民健康保険税（第5期）・・・・・・12月  1日（月）
国民健康保険税（第6期）・・・・・・12月25日（木）
固定資産税（第3期）・・・・・・・・・・12月25日（木）
　問合せ　税務課納税係　　 33－1111（内線117）
上下水道料金（11月検針分）・・・12月25日（木）
　問合せ　上水道課業務係　 33－1111（内線183）

●１月４日（日）ま
　で、市役所など

　の公共施設が休業にな
　ります。→15頁

元日

　子育て中のお父さん、お母さん、おうちの方など、どなたでもお子さんと一緒
に遊びに来てください。お待ちしております。   

あ そ び の 広 場 12月のご案内〈午前9時30分～11時〉 

出　町
幼稚園

11日(木)クリスマス飾りを作ろう

五鹿屋
幼稚園

6日(土)
11日(木)

みんなでおもちつき
いっしょに作ろう
（もうすぐクリスマス）

高　波
幼稚園

3日(水)
10日(水)

17日(水)

おはなしタイム
誕生会
（10月～12月生まれのお友達）
クリスマスツリーを作ろう

中　野
幼稚園

6日(土)
10日(水)

もちつき会
クリスマスツリーを飾ろう

般　若
幼稚園

楽器遊びをしましょう
もちつき会に
参加しましょう
なかよしの日
お店屋さんへようこそ

3日(水)
7日(日)

10日(水)
17日(水)

栴檀野
幼稚園

子育て講座
作って遊ぼう
（クリスマスリース作り）
楽しいお話タイム

4日(木)
11日(木)

18日(木)

●高齢者インフルエンザ予防接種
　接種期限日　→22頁
●胃がん（施設）検診開始　→22頁
●放送大学入学願書受付開始
　（2月28日まで）→18頁

●ミニ門松作り体験教室
　→18頁　（午前10時～
　夢の平コスモス荘）
●しめ飾り作り教室　→30頁
　（午前９時～　四季彩館）

●工業統計調査
　基準日 →13頁

●燃えるごみの収集が、
　１月２日（金）まで休止
　されます。次回の収集
　日をご利用ください。

　テレビ、ビデオデッキ、電子レンジなどに代表される一部の電気製品は、使用していないときもタイマー稼動などのために電力を
消費し続けています。そのように消費される電力は、家庭の消費電力全体のなんと７％にもなるという試算があります。少し面倒で
すが、電気製品を使用していないときは電源プラグをコンセントから抜きましょう。まずは一旦すべてのプラグを抜いてみてはいか
がでしょうか？　スイッチ付きコンセントも便利です。

  1日　身体計測
  3日　ちゅうりっぷ教室
　　　 「子どもの病気について」
12日～25日
　　　 ・クリスマスを楽しもう！
　　　 （歌ったり、踊ったり、作
　　　 ったり。クリスマスの雰囲
　　　 気の中で遊びましょう。）
　　　 ・すくすくメモリーを作ろう
　　　 （クリスマスバージョン）
18日　家庭児童相談員による
　　　 育児相談の日

●青少年健全育成大会　
　→32頁（午後2時～　庄川
　生涯学習センター）
●四季彩館クリスマスの集い
　→30頁（午後2時～）

●砺波市消防出初式
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12月出町児童センター
/FAX33-3890

開館日及び開館時間
月曜日………午後2時～5時30分
火～土曜日…午前9時30分～午後5時30分

12月
「東山見・青島・雄神・
　　　　　 種田児童館」

毎週木曜日
 6 日（土）
13日（土）

18日（木）

20日（土）

22日（月）～29日（月）

25日（木）
26日（金）
27日（土）

にこにこひろば（午前10時～）
カルタ、百人一首で遊ぼう（午後2時～）
かんたんクッキング（午後2時～）
<要申込み、定員15名、参加費100円>
にこにこひろば「クリスマスの集い」
（午前10時30分～）
クリスマスの集い（午後2時～）
<要申込み、定員40名、参加費200円>

チャレンジ検定週間
子育てサロン  
大そうじ（午後３時～）
カルタ、百人一首で遊ぼう（午後2時～）

開館日
　東山見：月～土曜日 82-4099
　青　島：月～土曜日 82-6470
　雄　神：土曜日 82-7350
　種　田：土曜日 82-5430
12月24日～27日及び1月5日～
7日は4館とも開館します。
開館時間　午後1時～5時

 13日  クリスマス会 （青島児童館）
 19日  クリスマス会 （東山見児童館）

国民健康保険税（第5期）・・・・・・12月  1日（月）
国民健康保険税（第6期）・・・・・・12月25日（木）
固定資産税（第3期）・・・・・・・・・・12月25日（木）
　問合せ　税務課納税係　　 33－1111（内線117）
上下水道料金（11月検針分）・・・12月25日（木）
　問合せ　上水道課業務係　 33－1111（内線183）

●１月４日（日）ま
　で、市役所など

　の公共施設が休業にな
　ります。→15頁

元日

　子育て中のお父さん、お母さん、おうちの方など、どなたでもお子さんと一緒
に遊びに来てください。お待ちしております。   

あ そ び の 広 場 12月のご案内〈午前9時30分～11時〉 

出　町
幼稚園

11日(木)クリスマス飾りを作ろう

五鹿屋
幼稚園

6日(土)
11日(木)

みんなでおもちつき
いっしょに作ろう
（もうすぐクリスマス）

高　波
幼稚園

3日(水)
10日(水)

17日(水)

おはなしタイム
誕生会
（10月～12月生まれのお友達）
クリスマスツリーを作ろう

中　野
幼稚園

6日(土)
10日(水)

もちつき会
クリスマスツリーを飾ろう

般　若
幼稚園

楽器遊びをしましょう
もちつき会に
参加しましょう
なかよしの日
お店屋さんへようこそ

3日(水)
7日(日)

10日(水)
17日(水)

栴檀野
幼稚園

子育て講座
作って遊ぼう
（クリスマスリース作り）
楽しいお話タイム

4日(木)
11日(木)

18日(木)

●高齢者インフルエンザ予防接種
　接種期限日　→22頁
●胃がん（施設）検診開始　→22頁
●放送大学入学願書受付開始
　（2月28日まで）→18頁

●ミニ門松作り体験教室
　→18頁　（午前10時～
　夢の平コスモス荘）
●しめ飾り作り教室　→30頁
　（午前９時～　四季彩館）

●工業統計調査
　基準日 →13頁

●燃えるごみの収集が、
　１月２日（金）まで休止
　されます。次回の収集
　日をご利用ください。

　テレビ、ビデオデッキ、電子レンジなどに代表される一部の電気製品は、使用していないときもタイマー稼動などのために電力を
消費し続けています。そのように消費される電力は、家庭の消費電力全体のなんと７％にもなるという試算があります。少し面倒で
すが、電気製品を使用していないときは電源プラグをコンセントから抜きましょう。まずは一旦すべてのプラグを抜いてみてはいか
がでしょうか？　スイッチ付きコンセントも便利です。

  1日　身体計測
  3日　ちゅうりっぷ教室
　　　 「子どもの病気について」
12日～25日
　　　 ・クリスマスを楽しもう！
　　　 （歌ったり、踊ったり、作
　　　 ったり。クリスマスの雰囲
　　　 気の中で遊びましょう。）
　　　 ・すくすくメモリーを作ろう
　　　 （クリスマスバージョン）
18日　家庭児童相談員による
　　　 育児相談の日

●青少年健全育成大会　
　→32頁（午後2時～　庄川
　生涯学習センター）
●四季彩館クリスマスの集い
　→30頁（午後2時～）

●砺波市消防出初式


