５月

イ

ベ

ン

新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めております。ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

ト

卓球タイム 10:00～11:30
伝承教室「折り紙」15:00～17:00
けん玉クラブ 10:30～伝承教室「けん玉」11:00～11:30
母の日イベント
「ハーバリュームペン作り」13:30〜14:30（事前予約）
憲法記念日 開館日
ストリートピアノ 9:00〜17:00
バスケットタイム 15:00〜17:00

1

土

2

日

3

月

4

火 みどりの日 休館日
子どもの日 開館日
みんくるボランティアクラブ主催
「子どもの日だ GO！GO！カレー」①11:30〜②12:00〜
○×クイズ大会 ①13:30〜 ②13:50〜 ③14:20〜

5

水

6

木 振替休館日

来館される皆様へ以下の方は入館をお控えください。

①
②

発熱や、咳やくしゃみがあるなど風邪症状がある方
利用日より 2 週間さかのぼって、県外を訪れた方

【入館に当たってのお願い】
〇ご利用は愛媛県在住の方のみとなります。ご理解とご協力お願いいたします。
〇必ず手指消毒をしてからお入りください。(入口・受付に置いてあります。)
〇マスクを着用するなど咳エチケットを守りましょう。
〇利用者で混雑している場合は長時間の滞在は極力ご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により休館対応・イベントの開催を中止
する場合があります。

えいごであそぼ♪
たの

あそ

えいご

●日時：5 月 22 日（土） 14:00～15:00
●場所：体育室 ●定員：先着２０名
●対象：小学生
●講師:Happy English club 須賀弥生

伝承教室「こま」

エアートランポリンで JUMP♪ 5/23
卓球タイム
●日
●場
●対

●日 時：5 月 23 日（日） 13:30～14:30
●場 所：体育室●定 員：20 名
●対 象：子どもとその保護者

５/1

時：５月 1 日（土）10:00〜11:30
所：体育室
象：４歳〜小・中・高校生とその保護者

7

金

はぐ hug タイム 11:00〜11:40

伝承教室「折り紙」 ５/１

8

土

9

日

なのはなクラブ 10:30〜12:00（登録制）
わくわく工作「アイロンビーズ」13:30〜15:00
みんくる学習支援 9:00～12:00
えっちゃん＆木のおもちゃひろば 13:00〜15:00
ダイナミック「カプラ」 13:00〜14:50

●日
●場
●対
●講

えが

この指とまれ！「キャラクターを描こう」 ５/２９

12 水

時：５月１日（土）15:00～17:00
所：創作活動室 ●定 員：先着 20 名
象：子どもとその保護者
師：折り紙名人 播田 裕子

伝承教室「けん玉」
●日
●場
●対

さつまいもを植えよう！10:30～11:30（事前予約）

じゆう

えんそう

おんがく

５/２

●日
●場
●対
●講

５/３・26
たの

がくふ も

おはなしおもちゃ箱協力 おはなし会 11:00～11:45
遊 more スポーツ「バドミントン」14:00～15:00

バスケットタイム

16 日

みんくる学習支援 9:00～12:00
キッズダンス 13:30～14:30

20 木

ちいき

むりょうはいふ

みんくるスポレククラブ 16:30～17:45（登録制）
いよっこサロン 10:00〜12:00

22 土

世界のボードゲームであそぼう！ 11:00〜11:45
えいごであそぼ♪ 14:00～15:00

23 日

５/３

こどもの日 GO！GO！カレー
やさい

いただ

つく

５/５

おいし

まち

●日
●場
●対

（無料配布）を作 ってお待 ちしていますよ♪
時：５月５日（水・祝）①11:30〜先着５５名 ②12:00〜先着５５名
所：みんくる受付
象：子どもとその保護者

●日
●場
●対

クイズに〇か×で答 えるだけ！最後まで正 解 できるかな!?
時：５月５日（水・祝）①13:30〜 ②13:50〜 ③14:20〜
所：体育室
象：①幼児 ②③小学生以上 各回先着２５名程度

〇×クイズ大会

5/5

こた

みんくる学習支援 9:00～12:00
こまクラブ 10:30～伝承教室「こま」11:00～11:30
エアートランポリンで JUMP♪13:30〜14:30

さいご

せいかい

24 月 休館日
わくわく工作「アイロンビーズ」

25 火
26 水

雨天順延日：さつまいもを植えよう！10:30～11:30（事前予約）

27 木

みんくるスポレククラブ 16:30～17:45（登録制）

28 金

親子 de プチスポ 15:00〜16:00

29 土

この指とまれ！「キャラクターを描こう」10:00～11:00

30 日

ストリートピアノ 9:00〜17:00

せかい

５/９

13:30～14:30（事前予約）

13:00～15:00

たいけん

えほん

★イベント活動の撮影・使用について★
本施設の活動報告・広報活動において作成する印刷物や公式ホームページ等において、活動を撮影した写
真を使用する場合があることをご了承ください。活動写真の使用方法についてご支障のあるご家庭は、みん
くるスタッフへお申し出ください。

みんくる学習支援
もんだい

なら

よ

し ん ろ

自分ではなかなか解けない問題、習ったけど良くわからない、進路
こ

て つ だ

じ か ん

をどうすればよいか迷っている。そんな子たちのお手伝いする時間が
できました。
●日

地域子育て支援拠点事業「いよっこサロン」

５/21

乳幼児やその保護者の方の交流できる憩いの場です。気軽に育児相談や親子
ふれあい遊びなどに参加しませんか♪
●日 時：５月 21 日（金）10:00～12:00
●場 所：遊戯室・体育室
●対 象：子どもとその保護者
●遊びの講師：yummy

親子 de プチスポ

５/２８

運動の基礎を身につけよう♪
●日 時：５月２８日（金）15:00～16:00
●場 所：体育室 ●定 員：先着２０名
●対 象：３歳〜未就学児とその保護者
●講 師：なないろ体育教室 門屋 剛史

よ

き

おはなし会

ぶたい

５/２

５/１５

え

絵本の読み聞かせやパネルを舞台として、絵のキャラクターを
は

と

５/14

鉄棒の練習してみよう♪
●日 時：５月１４日（金）15:00～15:40
●場 所：受付前広場 ●定 員：１０名
●対 象：３歳～５歳

ボールペンと一緒になった、お花がゆれる可愛らしいミニハーバリウム。
母の日などの記念日プレゼントに手作りしませんか♪
●日 時：５月２日（日）13:30〜14:30
●場 所：創作活動室 ●定 員：先着 20 名
●参加費：２００円
●対 象：どなたでも参加できます。※未就園児は保護者同伴
●受付開始：４月１8 日（日）〜先着
●講 師：aiiro_flowerhi

楽しさを体験しよう♪「ダイナミックカプラ」もやってるよ♪
●日 時：５月 9 日（日）13:00〜15:00
●場 所：体育室 ●定 員 30 名
●対 象：子どもとその保護者

おはなしおもちゃ箱協力

※子育て拠点「あおぞら」の「はぐ chuchu クラブ」・「わくわくリトミッ
ク」等のイベントについては、ホームページ（ http://iyominkuru.jp/aozora/）または、「あおぞら通信」をご覧ください。

まよ

りゃく

５/7

ハーバリュームペン作り

き

えっちゃんのおはなしの世界に、木のおもちゃのぬくもりや

31 月 休館日

じ ぶ ん

く

事前予約

えっちゃん＆木のおもちゃひろば

みんくる学習支援 9:00～12:00
スポーツチャンバラ教室

5/８

●日 時：5 月８日（土）13:30～15:00
●場 所：創作活動室 ●定 員：先着 30 名
●参加費：無料
●対 象：小・中・高校生※幼児さんは保護者同伴

たの

ポケットティッシュカバー作り教室

と

時：５月３０日（日） 13:00～15:00
所：体育室 ●定 員：先着２０名
象：小学生
師：スポーツチャンバラインストラクター 武智健太

ミニ鉄棒教室

地域の方 にお野菜を 頂 きました♪美味しいカレーライス

「フライングディスク＆ボッチャ」を体験しよう 16:00〜17:00

21 金

かた

たの

手遊びや体操など、遊びを通じて親子の情愛を深めます♪
●日 時：５月 7 日（金）11:00〜11:40
●場 所：体育室
●定 員：親子２０組
●対 象：未就園児とその保護者
●講 師：yummy

時：５月３日（月・祝）①小学生タイム 15:00〜16:00
②中高生タイム 16:00〜17:00
●場 所：体育室
●対 象：小・中・高校生 ●定 員：各回 20 名
●持ち物：室内シューズ・タオル・飲み物
みんくるボランテイアクラブ主催

あんぜん

たいけん

はぐ hug タイム

●日

愛媛県障がい者スポーツ協会協力

５/３０

こ

15 土

19 水

あ

チャン」の魅力を体験しよう♪

ミニ鉄棒教室 15:00～15:40

18 火

う

みりょく

14 金

17 月 休館日

おし

エアー剣を打ち合っても、安全に楽しく取り組めるスポーツ、 略 して「スポ

自由に演奏OK！音楽を楽しもう♪楽譜持ち込み OK！
●日 時：５月３日（月・祝）・26 日（水） 9:00～17:00
●場 所：事務室前
●対 象：子どもとその保護者

13 木

かた

スポーツチャンバラ

時：５月 2 日（日）11:00～11:30
所：事務室前広場
象：４歳～小・中・高校生・保護者

ストリートピアノ

か

基本的なイラストの描き方 を教 えます♪
●日 時：５月 29 日（土）10:00～11:00
●場 所：図書コーナー
●対 象：どなたでも参加できます。

けん

11 火

５/２3

●日 時：５月２3 日（日）11:00～11:30
●場 所：体育室
●対 象：４歳～小・中・高校生とその保護者

きほんてき

10 月 休館日

5/22

した

楽しく遊んで英語に親しもう！

時：５月９日（日）・１６日（日）・２３日（日）
３０日（日）9:00～12:00
※５月２日（日）はお休みします。

●場 所：ボランティアルーム
●対 象：小・中・高校生
●対象科目：小・中学生⇒算数・英語・数学
高 校 生 ⇒進路について指標や目標の考え方。
※宿題相談・質問があれば勉強方法も指導します。
●参加費：無料
●持ち物：筆記用具・宿題・疑問点・模試（高校生）
●講 師：学びのコンサルティング『じゅく』
教育コンサルタント 中村 竜之亮

たの

事前予約

貼ったり、はずしたりしてパネルシアターを楽 しもう♪
●日 時：５月１５日（土） 11;00～11:45
●場 所：創作活動室 ●定 員：20 名

遊 more スポーツ「バドミントン」

さつまいもを植えよう！収穫しよう♪

5/１５

●日 時：5 月１５日（土） 14:00～15:00
●場 所：体育室 ●定 員：先着 20 名
●対 象：小・中・高校生
●持ち物：室内シューズ・タオル・飲み物

キッズ☆ダンス〜小学生編〜
たの

かん

ひょうげんりょく

５/１６
やしな

楽しいダンスで、リズム感や表 現 力 を 養 おう♪
●日 時：５月１６日（日） 13:30～14:30
●場 所：体育室 ●定 員：先着２０名
●対 象：小学生
●講 師：レッスンスタジオ「チーズ」武智健太

事前予約

ポケットティッシュカバー作り

愛媛県障がい者スポーツ協会協力

「フライングディスク＆ボッチャ」を体験しよう
えんけい

ねら

5/19

な

円 形 のゴールを狙 ってディスクを投げてみよう！ボッチャしよう♪
●日 時：5 月 19 日（水） 16:00〜17:00
●場 所：体育室 ●定員：30 名程度
●対 象：子どもとその保護者※未就園児は保護者同伴

世界のボードゲームであそぼう！
●日
●場
●対

時：5 月 22 日（土）11:00～11:45
所：図書コーナー
象：小・中・高校生

５/１２

地域（伊予市本郡）の方のご好意で、畑と駐車場をお借りするこ
とができました。お芋の苗を親子で植付けして、秋には大きく、美
味しく育ったさつまいもの収穫体験をしよう♪
①さつまいも植えよう！
●日 時：５月１２日（水）10:30〜11:30
雨天延期：２6 日（水）10:30〜11:30
●場 所：みんくる近くの畑
●対 象：未就園児とその保護者 ●定 員：先着 20 組
先着定親子２０組（親子一組 いも苗３株）
●参加費：無料
②さつまいも収穫しよう♪（植付け体験者に限る）
●日
時：１０月 2０日（水）10:30〜11:40 を予定
雨天延期：10 月 27 日（水）
●受付期間：４月１8 日（日）〜先着

５/３０

ミシンを使って簡単でおしゃれなポケットティッシュカバーを作ろう♪
●日 時：５月３０日（日）13:30〜14:30
●場 所：創作活動室 ●定 員：１０名
●参加費：１００円
●対 象：どなたでも参加できます。※未就園児は保護者同伴
●受付開始：4 月 1８日（日）〜先着
●講 師：leciel

5/２２
●イベント事前予約の申込方法：電話、FAX、メール等でのお申し込みはでき
ません。館内にある申込用紙に必要事項をご記入の上、児童センター受付に直
接お申し込みください。

