
２０１６.7NANPORO 1111111111188888888888

猿南幌町生涯学習センターぽろろ 378-6620
猿南幌町スポーツセンター 378-3190
猿南幌町子育て支援センター 378-2734 生生涯学習通生涯学習通信信

興南幌町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要
綱の一部改正について

提案し、承認されました。

蕎財産の取得について
報告しています。

６月22日我第６回定例教育委員会開催結果
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栗山公園で「なかよし動物園」の見学、砂場や
スベリ台で遊びます外

（雨天の場合は、ぽろろで遊びます）

日 時 ７月19日峨 10時ぽろろ集合

場 所 栗山公園 定 員 親子18組

対 象 １歳４ヵ月～就学前の子どもと保護者

持ち物 お弁当、敷物、飲み物、

おしぼり、着替え等

申込み ７月12日峨まで 問合せ ぽろろ
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南幌町の開基100年を契機として創作され

た南幌町の郷土芸能です。お誘いあわせの

上、多数ご参加ください。
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参加費 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料

主 催 南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協南幌町文化協会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

問合せ ぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろぽろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ

ぽろろ図書室の絵本コーナーで、楽しい大型絵

本や紙芝居の読み聞かせを行います。親子で楽

しめます。

日 時 ７月30日臥

８月６日臥

10時30分～

場 所 ぽろろ図書室

参加費 無料

問合せ ぽろろ

夏休み図書室読み聞かせ

場 所空ぽろろ３階視聴覚室
上映時刻空10時30分～
入 場 料空無料（申込みは必要ありません）

迫力のある画面と音迫力のある画面と音をを
体感しませんか体感しませんか？？

８月２日(火８月２日(火))
上映時間68上映時間68分分

上映作品：ははらぺこあおむしはらぺこあおむし他他

８月９日(火８月９日(火))
上上映時間55上映時間55分分

上映作品：ぼぼくは王ぼくは王様様

８月10日(水８月10日(水))
上上映時間93上映時間93分分

上映作品：おおじゃるおじゃる丸丸

夕張太プールにお

車でお越しの場合

は、稲穂団地内のふ

れあい公園若しく

は、ふれあい館駐車

場をご利用くださ

い。また、プール専用の進入口を設けましたの

でそちらから入館してください。

夕張太プール緯３７８～５０２１
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コミュニティ・スクール研修講演会

地域とともにある学校づくりに向けた研修講演会を開

催します。

日時 ７月26日峨14時～ 場所 ぽろろ３階研修室

講師 出口 寿久 氏

（コミュニティスクール推進委員・

北海道大学学務部長）

問合せ ぽろろ

地域とともにある学校づくり
～コミュニティ・スクールと地方創生～

＜夏休みこどもシアター＜夏休みこどもシアター＞＞
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ぽろろ図書室夜間開館
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ぽろろ図書室夜間開館

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

赤ちゃんサロン支
おしゃべりタイム

ﾏﾏのﾘﾌﾚｯｼｭﾀｲﾑ支
ヨガ
【託児あります】

ふわふわランド支
粘土遊び

赤ちゃんサロン 支
水と触れ合おう

スマイルランド ふ

ふわふわランド支
のり遊び（お魚作り）

赤ちゃんサロン支
水と触れ合おう

ふわふわランド支
しゃぼん玉

ふわふわランド支
サーキット遊び

赤ちゃんサロン支
七夕飾り作り

あそびの達人教室
小14:40～16:30

あそびの達人教室
小14:40～16:30

すくすく広場
【読み聞かせ・七夕飾り作り】
ぽ 10:00～11:30

なんぽろMANABI家
ス15:45～16:30

すくすく広場
【バス遠足】
ぽ10:00～13:00

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂー
ス10:00～12:00

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂー
ス10:00～12:00

さわやかｶﾚｯｼ゙
ぽ９:00～16:30

ふるさと南幌みらい塾
ぽ ９:30～12:00

ふるさと南幌みらい塾
ぽ９:30～12:30

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（一般）
プ19:00～20:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（一般）
プ19:00～20:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（一般）
プ19:00～20:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（一般）
プ19:00～20:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（小学生）
プ16:00～17:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（小学生）
プ16:00～17:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（小学生）
プ16:00～17:00

ｽｲﾐﾝｸ゙ｽｸーﾙ（小学生）
プ16:00～17:00

ｱｸｱｴｸｻｻｲｽ゙
プ19:00～20:00

ｱｸｱｴｸｻｻｲｽ゙
プ19:00～20:00

ｱｸｱｴｸｻｻｲｽ゙
プ19:00～20:00

ｱｸｱｴｸｻｻｲｽ゙
プ19:00～20:00

ｷｯｽ゙水泳教室
プ15:30～16:30

テニス教室
ス9:30～11:30

ふわふわランド支
壁面作り

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド 支
ことばの発達について
【町言語聴覚士】

ふわふわランド 支
水遊び

ふわふわランド 支
手作りおもちゃ

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス10:00～11:10

ﾁｭーﾌ゙ｽﾄﾚｯﾁ
ス14:00～14:45

ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス19:20～20:30

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス10:00～11:10

ｷｯｽ゙ｽﾎ゚ ﾂー
ス15:30～16:30

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス10:00～11:10

ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス19:20～20:30

ﾌ゙ｯｸｽﾀーﾄ・子育てﾒｿｯﾄ
あ９:30～11:30

子育て
支援センター

【南幌いちい保育園】

緯378～2734

予約の必要はあり

ません。お気軽に

お越しください。

ふわふわランドなどは

10:00～11:30

月曜日～金曜日
８：30～11：30
15：30～17：30

【ヨガ】
持ち物：汗ふきタオル、
飲み物、ヨガマット（バ
スタオルでも可）

ふわふわランド 支
中央公園へミニ遠足
【雨天時は支援室】

【ミニ遠足】
保育園玄関前に集合
持ち物：帽子、飲み物

ふわふわランド支
水遊び

ふわふわランド 支
水遊び

夕張太ﾌ゚ ﾙーｵーﾌ゚ﾝ

ふるさと南幌みらい塾
ぽ10:00～11:30

あそびの達人教室
小14:40～16:30

テニス教室
ス9:30～11:30

ふるさと南幌みらい塾
ぽ９:30～12:00

【水と触れ合おう・水遊び】
持ち物：水着（水遊び用紙パンツ）、濡れても良い服、帽子、
バスタオル、帰る時の着替え など

ｷｯｽ゙ｽﾎ゚ ﾂー
ス15:30～16:30

小・中夏休み

あそびの達人特別教室
ぽ8:30～12:00

ﾖｶ゙運動
ス14:00～14:45

あそびの達人特別教室
ぽ8:30～12:00

小学生水泳教室（前期）
プ10:00～11:30
【～29日】

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁ
ス10:00～11:10

ｷｯｽ゙水泳教室
プ15:30～16:30

多良木町との児童交流
【～８/１】

夏休み読み聞かせ
ぽ10:30～11:30

今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ今月のワンショットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

「キッズ水泳」プ
６月８日(水)

「ふるさと南幌みらい塾」ぽ
６月15日(水)

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸーﾙ
研修講演会

ぽ14:00～16:00
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