
いろいろなクラブ、講座、教室、イベントなどがあります。ぜひご参加ください。
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252529プラネタリウム投映について

伝承活動事業
でんしょうかつ どう じ ぎょう

とうえい

スタッフ対応事業
たい おう  じ ぎょう

図書貸し出しについて
と しょ か だ

●休 館 日▶月曜日と年末年始(12/29から翌年1/3まで)

※ただし月曜日が祝日や振り替え休日にあたる日は、月曜日を開館し

て火曜日を休館とします。

●開館時間▶午前９：３０～午後５：００
※夏季7月～8月：午前９：３０～午後５：３０
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パソコンであそぼう ……… 4月～3月・月1回・日曜日
つくってあそぼう……月1回、工作室でものづくりな
どにチャレンジしよう。

グリーンカーテンを作ろう

おり紙・絵本の読み聞かせ・紙しばいなど、随時行い

ます。
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にち よう　び

鯉のぼり掲揚・五月人形飾り

七夕飾り

だんごの木飾りと紙しばい

節分の紙しばいと鬼のお面作り

ひな人形壇飾り

おひなさまの紙しばいとおり紙

…… 4/2(日)～5/5(金)

………………………… 6/10(土)～6/30(金)

………………… 7/1(土)～7/14(金)

………………… 1/14(日)

…………… 1/28(日)

…………………… 2/3(土)～3/4(日)

…………… 2/25(日)

※来館者の方に、短冊に願い事を書いてもらいます。

※七夕を飾ります。
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投映時間　午前▶11：00 　　　受付10：30～　

　　　　　午後▶  2：00 　　   受付  1：30～

ねん かい とうえいばん ぐみ いれ かえはる なつ あき ふゆ

へい じつ だんたい  とうえい がくしゅう とうえい

春夏秋冬と、年4回の番組入替をして投映をしています。

平日は、団体投映・学習投映。
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※4歳未満のお子さんは入室できません。

※投映中の入退室はできません。

※団体投映・学習投映をご希望の方は、お早目にお申込み下さい。

※観覧料は無料です。

対象 置賜地域に在住の乳幼児（0歳）～中学生まで
期間 １０日間
冊数 一人３冊まで
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※黄色いバッグに入れて貸出しています。
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松が岬

位 置 図

米沢市児童会館 指定管理者　（株）エービーエム
〒992-0052 米沢市丸の内一丁目３番 47号

0238-23-0161 0238-21-7494 http://www.yonejidou.jp

（小学3年生～中学生）

し
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※イベント等で投映中止の場合があります。
　毎月発行の“ようざんくんだより”でお知らせします。

土曜日・日曜日・祝日
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………………………… 5/5(金)

………………… 7/23(日)

… 8/27(日)

……………………… 10/22(日)

… 11/5(日)

…………………………………… 11/26(日)

………… 12/10(日)

……………………… 12/23(土)

……1/14(日)

… 2/10(土)

児童会館「こどもの日」

夏休み！わくわくチャレンジ

星空コンサートinプラネタリウム”夏”

第34回「児童会館祭」

第12回子どもなかよしチームなわとび大会

人形劇の日

児童会館「クリスマスお楽しみ会」

星空コンサートinプラネタリウム

　”クリスマスコンサート”

お正月を楽しもう(羽根つき、独楽回しなど)

雪どうろうまつり みんなでつくろう雪の創作

子どもフリープランについて
こ

こんな講座があったら良いなと思われる方は、意見箱
または参加した講座のアンケートにお書き下さい。皆
さんの声を生かして、このフリープランで実施します。
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