せ い か こうりゅう

2022 年

精華 交 流 センター
月

火

水

≪ やくそくとおねがい ≫
☆うけつけで、なまえをかいてからあそびましょう。
☆つかったものは、きちんとかたづけましょう。
☆幼児さんは、おとなのひととあそびに来ましょう。
☆たいせつなものやおかしは、もってこないようにしましょう。
☆じどうかんのなかはたべたりのんだりできません。
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おやすみ
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利用可能時間：10 時～1 時、2 時～6 時
※新型コロナウイルスの状況に応じて変更になる場合があります

多治見市子ども支援課

〒507-0027 多治見市上野町 4-23-1
E-mail： seika＠tajimi-bunka.or.jp

☆新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定している講座・イベントが
中止もしくは延期となる可能性があります。

日

新型コロナ対策として入場制限を行い、館内の消毒時間帯を設けています。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
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まなびプレイス・おしゃべりプレイス
【時 間】開館時間いつでも（要申込）

TEL：0572-25-1533 FAX：0572-25-2366
HP： https://www.tajimi-bunka.or.jp/seika/

木

金

土

1

2

3

バンビクラブ
10:30～11:15

たまごクラブ
10:30～11:15

精華ぼらんてぃあキッズ
9:00～
せいかパルパル
ぱーくサポーター
10:30～11:30
一輪車クラブ
A1:30～2:15
B２:30～3:15
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ひよこクラブ
10:30～11:15

おかあさんといっしょに遊ぼう！
10:30～11:15

ららら精華
10:30～11:30
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中高生向けに、勉強やあそびの場所を
提供します。気軽に来てね！

11 おやすみ
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ふれあい
フェスティバル 2022
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子育て相談日（要申込）
1:00～5:00

開会式 9:30～
各ブース 10:00～
一輪車クラブ
9:00～10:00

18 おやすみ
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きっずぱーく
2:00～4:30
せいかパルパル
ぱーくサポーター
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まーぶるぱーく…ぬりえやおりがみ
ちゃれんじぱーく…なわとび検定
【時 間】開館時間いつでも

27 冬休みはじまり

28
おおそうじ
10:30～11:30

せいかピクニック
【日にち】平日（祝日を除く）【時 間】12～1 時
【対 象】乳幼児と保護者 【申込み】各前日まで
他の親子さん達と交流しながらお弁当を食べよう！
詳しくは職員までお問い合わせください。

☆行事の実施時間前後は、遊戯室で遊べない場合もあります。ご了承ください。
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キッズビクス
10:30～11:15

くらくなるのがはやいです。
おうちのひとと、
かえりのやくそくを
しっかりしましょう。

25 おやすみ

精華 de 聖歌
クリスマスおたのしみ会
開場 1:15 開演 1:30
ららら精華
りらっくすまま

バンビクラブ
10:30～11:15

☆
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12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）
よいお年をお迎えください。

マークのある日は、せいかパルパル・ぱーくサポーター、

は精華ぼらんてぃあキッズの行事参加日です。

※有料講座の申込みは保護者の方でお願いします。
※すべての行事には、未就学児は保護者の同伴が必要です。

精華校区青少年まちづくり市民会議 共催

ふれあいフェスティバル
児童館ブース（軽スポーツ）

おしらせ
12 月 29 日（木）～1 月 3 日（火）は、
精華交流センターはおやすみです。
来年も、みなさんと会えることを
たのしみにしています。
よいお年をおむかえください。

精華校区青少年まちづくり市民会議 共催

みんなで書こう 書初め大会
【日にち】1 月 5 日（木）
【受付時間】9:15～10:00 終了
【会 場】大ホール
【対 象】小学生・中学生
【参加費】無料
【持ち物】書道道具一式・お手本・八切り判用紙
（ヨコ 172 ㎜タテ 682 ㎜）
【申込み】12 月 10 日（土）～20 日（火）
【申込み方法】
①申込書を精華交流センター受付右側にある
市民会議申込箱へ
②インターネットより
③二次元コードより
詳しくはチラシをご参照ください。

きっずぱーく
10 月「モルック」
やまもと やすはるくん（2 年生）

【日にち】12 月 11 日（日）

やまかわ かのんさん （5 年生）

【時 間】①10:00～10:45
②11:00～11:45

いまえだ めぐさん

【会 場】遊戯室・研修室
【定 員】各 30 人 【対 象】どなたでも
【参加費】無料ですが、事前配布のチケットが必要です。
【チケット配布日】配布中
羽根を投げて得点をとる「羽根っこゲーム」と
ビーを投げる「ディスゲッター」
2 つの種目にチャレンジしよう！
景品もあるので、ぜひ申し込んでね！

ペタペタおえかき

（5 年生）

おめでとうございます！
12 月は「なわとび１分間チャレンジ」
「ブロックス」を開催！
ランクインを目指してがんばってくださいね！
【日 時】12 月 14 日（水）
、15 日（木）
2:00～4:30
【対 象】小学生まで【申込み】受付中
【会 場】遊戯室
【持ち物】タオル・飲み物など

おおそうじ
【日にち】12 月 28 日（水）

【日 時】1 月 11 日（水）10:30～11:30

【時 間】10:30～11:30

【会 場】研修室

【集合場所】遊戯室

【対 象】未就園児と保護者

【対 象】小学生・中学生・高校生

【参加費】無料

【持ち物】汚れてもいい服装、飲み物、タオルなど

【持ち物】汚れてもいい服装、飲み物、タオルなど
【申込み】12 月 7 日（水）9 時～窓口
10 時～電話受付

【申込み】11 月 20 日（日）9 時～窓口
10 時～電話受付

足型で壁面アートをつくりましょう。
1 月テーマは「あしがた ハートのおくりもの」です。
作品は精華交流センター内に展示します。

精華交流センターをおおそうじします！
お手伝いしてくれる子を募集しています。
おおそうじのあとは、
みんなでゲームを楽しもう！

多治見市精華交流センターは、指定管理者制度により（公財）多治見市文化振興事業団が多治見市より受託し管理運営しております。

