１2 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

1

水

この指とまれ！「キャラクター描こう♪」16:30〜17:00

2

木

みんくるスポレククラブ 16:30〜17:45（登録制）

3

金

4

土

5

日

育ちのねっこあそび教室わくどき
「親子でマッサージやからだあそびを楽しもう♪」
10:30～11:30
ユニホック 11:00～12:00
こどものためのプログラミング道場 13:00～15:00
伝承教室「折り紙」15:00〜16:00
みんくる学習支援 9:00～12:00
エアートランポリンで JUMP♪ 10:00～11:30
クリスマスリース作り 13:00～15:00
バルーン体験 13:30～14:50

6

月

7

火

8

水

9

木

親子 de クリスマス会 10:00〜11:30（事前予約制）

10

金

親子 de プチスポ 15:00〜16:00

休館日

けん玉クラブ 10:30〜伝承教室「けん玉」11:00〜11:30

11
12

土
日

なのはなクラブ 10:30〜12:00（登録制）
音楽ワークショップ 11:00～12:00
おじいちゃんと将棋しよう♪ 14:00～15:00
みんくる学習支援 9:00～12:00
愛媛マンダリンパイレーツ協力
「野球体験」10:00〜12:00

13

月

休館日

14

火

いよっこサロン 10:00〜12:00

15

水

世界のボードゲームであそぼう！ 16:00～16:45

16

木

みんくるスポレククラブ 16:30〜17:45（登録制）

17

金

18

土

19

日
月

21

火

22

水

23

木

24

金

25

土

卓球タイム 10:00〜11:00
ベイゴマ大会 13:30～15:00
みんくる学習支援 9:00～12:00
みんくるクリスマス会 2021

10:00〜12:15 （事前予約制）

世界のボードゲームであそぼう！ 16:00～16:45

なのはなクラブ 14:00〜15:30（登録制）
こまクラブ 10:30～伝承教室「こま」11:00～11:30
おじいちゃんと将棋しよう♪ 14:00～15:00
みんくる学習支援 9:00～12:00
「しめ縄作り教室」11:00〜12:00
バスケットタイム 15:00～16:00

月

休館日

28

火

大掃除大会 9:00～11:30
えひめ児童館ジャンボリー
「スポンジボール de 雪合戦」14:00～15:00

29

水

年末休館日

30

木

年末休館日

★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 １2/5・１2・１9・２6
じ ぶ ん

と

もんだい

なら

よ

自分ではなかなか解けない問題、習ったけど良くわから
し ん ろ

まよ

こ

ない、進路をどうすればよいか迷っている。そんな子たちのお
じ か ん

時：１２月 ５日（日）
・１２日（日）
・１９日（日）
２６日（日）9:00～12:00
●場 所：創作活動室 ●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。
●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

１2/２６

時：１2 月２６日（日）①小学生タイム 15:00〜16:00
②中高生タイム 16:00〜17:00
所：体育室
象：小・中・高校生 ●持ち物：室内シューズ・タオル・飲み物

●場
●対

「しめ縄作り教室」 １２/２６
しあわ

ねん

おも

こ

しめ縄作りしませんか？
●日 時：１2 月２６日（日）11:00～12:00
●場 所：創作活動室 ●定 員：先着 20 名
●対 象：どなたでも参加できます。※未就園児は保護者同伴

ユニホック

大掃除大会 １２/２８

１2/４

ねんかん

●日 時：１2 月 4 日（土） 11:00～12:00
●対 象： 小・中・高校生
●場 所：体育室
●持ち物：室内シューズ・タオル・飲み物

そうじ

むかえ

時：１2 月 4 日（土） 15:00～16:00
所：創作活動室
象：どなたでも参加できます。
師：折り紙名人 播田 裕子

さんか

とも

か し

じどうかん

ゆきがっせん

れいねん

しろ

けんない

じどうかん

も

よ

かいさい

じどうかん

かつどう

じどう

発 表 を持ち寄り、開催される「えひめ児童館ジャンボリー」
。児童セン

１2/４

コンピューターでのプログラミング体験をしてみよう♪
●日 時：１2 月 4 日（土）13:00～15:00
●場 所：創作活動室 ●定 員：先着 10 名
●対 象：子どもとその保護者
※申込みはこちらから→
●協 力：CoderDojo 伊予
●申込み方法：イベント詳細、お申し込みは
上記の※QR コードから CoderDojo 伊予へお願いいたします。

●日 時：12 月５日（日） 10:00～11:30
●場 所：体育室
●対 象：子どもとその保護者

１２/５
いろ

風船やペンシルバルーンで色んなものをつくってみよう♪
●日 時：１２月５日（日）13:30～14:50
●場 所：体育室 ●対 象：子どもとその保護者
●講 師：宮岡 崇

●日 時：１2 月１１日（土）11:00～11:30
●場 所：事務室前広場 ●対 象：４歳～小・中・高校生・保護者

とも

音やリズムと友だちになってみよう♪
●日 時：１2 月１１日（土）11:00～12:00
●場 所：体育室 ●定 員：先着 20 名
●対 象：子どもとその保護者
●講 師：藤原あい・片上智美

育ちねっこあそび教室わくどき

●日 時：１2 月１１日（土）
・２５日（土）14:00～15:00
●場 所：事務室前広場 ●対 象：４歳～小・中・高校生
●講 師：大下 英明 将棋アマチュア二段

「野球体験」 １2/１2
たの

プロの選手と一緒に野球やドッジボールを楽しもう♪
●日 時：１2 月１2 日（日）10:00～12:00
●場 所：体育室 ●定 員：先着 30 名
●対 象：小・中・高校生

１２/３

親子でマッサージやからだあそびを楽しもう♪
●日 時：１２月３日（金）10:30〜11:30
●場 所：創作活動室 ●定 員：先着親子６組
●対 象：寝返りの頃～１歳児さん
●持参物：バスタオル１枚、親御さんは動きやすい服装
●講 師：むぎゅハウス代表 高松有希（開業保健師）

親子 de プチスポ

１２/１０

運動の基礎を身につけよう♪
●日 時：１２月１０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
地域子育て支援拠点事業「いよっこサロン」

１２/１４
乳幼児やその保護者の方の交流や遊びの憩いの場です♪
時：１2 月 1４日（火）10:00～12:00
所：遊戯室・体育室
象：未就園児とその保護者

はぐ hug タイム

おじいちゃんと将棋しよう♪ １2/１１・２５

おこな

ター「みんくる」では「スポンジボール de雪合戦」を 行 います！
●日 時：１２月２８日（火）14:00～15:00
●場 所：体育室
●対 象：幼児（保護者同伴）・小・中・高校生 ●定 員：30 名
●主 催：愛媛県児童館連絡協議会

●日
●場
●対

音楽ワークショップ １２/１１

やきゅう

あそ

例年、えひめこどもの城に県内の児童館・センターが遊びや活動
はっ ぴょう

ゆきがっせん

いっしょ

とし

えひめ児童館ジャンボリー「スポンジボール de雪合戦」

こどものためのプログラミング道場

おと

あたら

を 迎 えよう！参加したお友だちにはお菓子のプレゼントがあります♪
●日 時：１２月２８日（火）9:00～11:30
●場 所：館内全域
●対 象：小・中・高校生 ●定 員：20 名

伝承教室「折り紙」 １2/４
●日
●場
●対
●講

あそ

1年間いっぱい遊んだ「みんくる」をピカピカに掃除して 新 しい年

１２/２４

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：１2 月２４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

クリスマスリース作り
て づ く

す て き

１２/５
むか

手作りリースで素敵なクリスマスを迎えませんか？

●日 時：１2 月 5 日（日）13:00～15:00
●場 所：創作活動室●対 象：子どもその保護者 10 組
●参加費：500 円
●募集期間：１１月１６日（火）～先着 10 組
●講 師：aiiro_flower 永井 愛

世界のボードゲームであそぼう！ １２/１５・２２

親子 de クリスマス会

●日 時：１2 月１５日（水）15:00～16:00
２２日（水）15:00～16:00
●場 所：図書コーナー●対 象：小・中・高校生

卓球タイム

●日 時：１2 月 9 日（木）10:00〜11:30
●場 所：体育室 ●対 象：幼児とその保護者 先着 親子 15 組
●参加費：500 円
●募集期間：１１月１６日（火）～先着制
●協 力：おこの MIX

１２/１８

●日 時：１2 月１８日（土）10:00〜11:00
●場 所：体育室
●対 象：４歳〜小・中・高校生とその保護者

日本ベイゴマ協会杯「ベイゴマ大会」
ねん

いちど

ちからだめし

とき

も

さ

１２/９

親子で！そしてお友だちと一緒にクリスマスを楽しもう♪

手伝いをする時間です♪
●日

●日

●日 時：１2 月１日（水）16:30～17:00
●場 所：図書コーナー
●対 象：どなたでも参加できます。

この指とまれ！「キャラクターを描こう♪」１2/１

せんしゅ

※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://iyo-minkuru.jp/aozora/）
または、「あおぞら通信」をご覧ください。

バスケットタイム

なわづく

愛媛マンダリンパイレーツ協力

年末休館日

時：１2 月２５日（土）11:00～11:30
所：体育室
象：４歳～小・中・高校生とその保護者

来年も 幸 せな 1年になりますように♪そんな思いを込めて、

伝承教室「けん玉」 １２/１１
はぐ hug タイム 11:00〜11:40

●日
●場
●対

らいねん

えが

ふうせん

27

て つ だ

【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・利用者の制限・イベン
トの開催を中止や変更する場合があります。

バルーン体験

休館日

日

金

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

エアートランポリンで JUMP♪ １2/５

26

31

①
②

たいけん

遊 more スポーツ「バスケットボール」14:00～15:00

20

来館される皆様へ以下の方は入館をお控えください。

伝承教室「こま」 １２/２５

１２/１８
あつ

年に一度の 力 試 しの時！さぁ、猛者たちよ集まれ！
●日 時：１2 月１８日（土）13:30～15:00
●対 象：⓵小学 1・2 年生の部 ②小学 3・4 年生の部
③小学 5・6 年生の部 ④中高生・保護者の部
●場 所：体育室

遊 more スポーツ「バスケットボール」 １２/１９
●日 時：１2 月１９日（日） 14:00～15:00
●場 所：体育室 ●定 員：20 名
●対 象：小・中・高校生 ●持ち物：室内シューズ・タオル・飲み物

みんくるクリスマス会 2021 １２/１９
ム

ッ

シ

ュ

きち

だいどう げい

Monsieurみの吉による大道芸ショーにレクリエーションゲームでチーム
たの

とき

とも

いっしょ

す

バトル♪楽しいひと時をお友だちと一緒に過ごそう♪

●日 時：１２月１９日（日）10:00〜12:15
●場 所：体育室 ●対 象：小・中・高校生 ※子どものみ参加
●定 員：先着 25 名
●参加費：500 円
●募集期間：１１月１６日（火）～先着制
●協 力：Monsieur みの吉
●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。

