
教室 教室

ASOBALL～みんなでできる！やさしいボールあそび～
定員20名になり次第締切要申込

柔らかいボールとバットを使っ
て、投げて、捕って、打って、走っ
て思いっきり体を動かそう!

柔らかいボールとバットを使っ
て、投げて、捕って、打って、走って、投げて、捕って、打って、走っ
て思いっきり体を動かそう!
●持ってくるもの：上履き、飲み物、マスク

会場 海洋センターアリーナ

日時 12/25（日）①14：00～14：50 ボールで遊ぼう!
　　　　　 ②15：00～15：30 ゲームにチャレンジ!

※申込み時に｢①に参加」もしくは｢①②両方に参加」どちらかをお選びください。
　「②のみ参加」は不可。

加茂B&G海洋センター ラソンテ
お問合せ・お申込み：Tel.0854-49-7100

帯のしめ方や、礼法も体験できるよ!か
らだ全体をつかって柔道にふれてみよう!
●参加費：800円（年間保険料として） ●持ってくるもの：マスク、飲み物

わくわく柔道教室 柔道で楽しく体を動かそう

加茂中学校 武道場加茂中学校 武道場

要申込 12/8(木）締切
12/11（日）9：30～11：30

会場

日時

いろいろなスポーツに挑戦しよう!軽スポーツは誰でもかん
たんに楽しくできるよ!

軽スポーツに挑戦!! ●持ってくるもの：
上履き12/7（水）16：00～17：00日時

いろいろなスポーツに挑戦しよういろいろなスポーツに挑戦しよう!!軽スポーツは誰でもかん軽スポーツは誰でもかん
たんに楽しくできるよ!

上履き上履き1212/7/7（水（水））16：00～17：0016：00～17：00日時

室内雪合戦に挑戦!!

スポンジボールを使った室内で行う雪合戦です！雪がなく
ても「雪合戦」が楽しめるよ。

日時 12/21（水) 16：00～17：00
●持ってくるもの：
上履き

三刀屋文化体育館 アスパル
お問合せ・お申込み：Tel.0854-45-9222

木次経済文化会館 チェリヴァホール
お問合せ・お申込み：Tel.0854-42-1155

季節を楽しむクラフト教室
～フエルトでちくちく、ヘアアクセサリーを作ろう!!～
季節を楽しむクラフト教室季節を楽しむクラフト教室
～フエルトでちくちく、ヘアアクセサリーを作ろう

12/18（日）10：00～12：00日時

要申込 定員6名・先着順・12/11（日）締切

チクチクフエルトを使って、
かわいいヘア－アクセサ
リーを作ろう!!

中会議室場所12/1812/18（日（日））1010：：00～12：0000～12：00日時

チクチクフエルトを使って、チクチクフエルトを使って、
かわいいヘア－アクセサ
リーを作ろうリーを作ろう!!!!
●参加費：300円
●持ってくるもの：
はさみ、マスク、水筒

かわいい押し花づくり～お年玉袋を作ろう!!～～お年玉袋を作ろう

12/27（火）10：00～12：00日時

要申込 定員8名・先着順・12/20（火）締切

季節の押し花を使って、
かわいいお年玉袋を作ろう!!

中会議室場所

12/27（火）10：00～12：0000～12：00日時

季節の押し花を使って、季節の押し花を使って、
かわいいお年玉袋を作ろう!!

中会議室中会議室場所

●参加費：300円（材料費）
●持ってくるもの：
　ティッシュ、はさみ、マスク、水筒

まちのゆうびんやさんになろう！
はさみ、マスク、水筒はさみ、マスク、水筒

まちのゆうびんやさんになろう！まちのゆうびんやさんになろう！まちのゆうびんやさんになろう！まちのゆうびんやさんになろう！

12/24（土）10：00～12：00日時

要申込 定員20名・教室の前日締切

ユニークな絵てがみを作って、
木次駅でまちの人に配達しよう！

中会議室場所

かわいい押し花づくりかわいい押し花づくり～お年玉袋を作ろう

12/27（火）10 00～12：0000～12：00
要申込 定員8名・先着順・12/20（火）締切
12/27（火）10：00～12：0000～12：00日時

12/2412/2412/24（土（土））10：00～12：0010：00～12：0010：00～12：00日時

ユニークな絵てがみを作って、
木次駅でまちの人に配達しよう！木次駅でまちの人に配達しよう！

中会議室場所

●持ってくるもの：はさみ、マスク、水筒

要申込 定員8名・先着順・教室の前日締切

「しょうぎ」のルールから対戦まででき
るようになる教室だよ♪初めての人で
も大丈夫!家族での参加も大歓迎です。

お問合せ・お申込み：Tel.0854-42-1155

要申込 定員8名・先着順・教室の前日締切

「しょうぎ」のルールから対戦まででき
るようになる教室だよ♪初めての人でるようになる教室だよ♪初めての人で
も大丈夫!家族での参加も大歓迎です。

12/4（日）10：00～12：00 日時

中会議室場所

わくわく将棋名人！

●持ってくるもの：マスク、水筒

加茂文化ホール ラメール
お問合せ・お申込み：Tel.0854-49‐8500

わくわくサックス教室
日時

●持ってくるもの：マスク、ハンドタオル
12/3（土）16：00～17：00

募集は締め切りました

募集は締め切りましたわくわくドラム教室

●持ってくるもの：マスク、練習台、スティック

12/10（土）Aクラス 9：45～10：15 Cクラス11：05～11：35
　　　　　 Bクラス10：25～10：55 Dクラス11：45～12：15

日時

定員６名・先着順要申込

カイお兄さんと一緒に、レジンを使っ
たアクセサリーをつくってみよう！※
申込時に希望の種類をお伝えください。
（ネックレスまたはキーホルダー）

定員６名・先着順要申込

カイお兄さんと一緒に、レジンを使っ
たアクセサリーをつくってみよう！※
申込時に希望の種類をお伝えください。
（ネックレスまたはキーホルダー）

12/17（土）10：30～12：00日時

レジンでアクセサリーづくり！
名・先着順

カイお兄さんと一緒に、レジンを使っ
たアクセサリーをつくってみよう！※
申込時に希望の種類をお伝えください。
（ネックレスまたはキーホルダー）

10：30～12：0010：30～12：00

●参加費：500円（材料費）　
●持ってくるもの：水筒、マスク

お問合せ・お申込み：Tel.0854-43-5511

大東公園市民体育館

クレヨンや絵の具を使っていろ
んな絵を書くよ!自由にいろん
なものを描いてみよう♪天気
が良ければ野外写生します。

要申込 教室前日締切
みんなでたのしく絵を描こう!

12/3（土）
10：00～12：00 

日時

初めてでも大丈夫!友達と一緒に卓
球を始めてみよう♪基礎的な技術
を身につけて楽しく活動しましょう。

日時

お問合せ・お申込み：Tel.0854-43-5511

大東公園市民体育館

日時 12/2、16（金）
18：30～20：00

レッツ！ピンポン 卓球教室
要申込 各教室前日締切

要申込 教室前日締切
みんなでたのしく絵を描こうみんなでたのしく絵を描こう!!

12/3（土）日時

初めてでも大丈夫初めてでも大丈夫!!友達と一緒に卓友達と一緒に卓
球を始めてみよう♪基礎的な技術
を身につけて楽しく活動しましょう。

12/2、16（金）
18：30～20：00

要申込 各教室前日締切

●持ってくるもの：ラケット（貸し出しもあります）

勤労青少年ホーム
お問合せ・お申込み：Tel.0854-42-5211

12/3（土）10：00～11：30日時

国際交流員・英語指導助手の皆さんと、
英語で日本・外国の遊びをしながらク
リスマスを楽しく遊ぼう。雲南吹奏楽
団の皆さんの楽しい演奏もあるよ♪

クリスマスを英語で楽しもう！　
～雲南市国際文化交流協会と共催～
要申込 電話のみ・定員10人になり次第締切

●持ってくるもの：水筒、マスク

木 次 図 書 館
お問合せ・お申込み：Tel.0854-42-1021

ろうそくがともるとおはなしがはじまります…。語られるい
ろいろな国のおはなしを耳できいて楽しみましょう。「おは
なしかいてちょう」持ってきてね。初めての人はもらえます。

12/25（日）14：00～14：40日時

はじめの一歩の会のおはなし会

●持ってくるもの：マスク、おはなしかいてちょう

※４歳以上
木次図書館視聴覚室会場

定員10組・先着順 ※４歳以上要申込

ボッチャは、ジャックボール（目標
球）と呼ばれる白いボールに赤・
青のそれぞれ６球ずつのボールを
いかに近づけるかを競うスポーツ
です。パラリンピックの正式種目で
もあるボッチャを体験してみよう!

●持ってくるもの：
上履き、飲み物、タオル

ボッチャ体験会中学生企画

12/4（日）14：00～15：30日時

海洋センターアリーナ海洋センターアリーナ会場

要申込 定員30名になり次第締切

要申込 各教室の前日まで
キッズフラダンス教室

みんなでハワイアンミュージックに乗せて、
ゆらゆら楽しくフラダンスに挑戦しよう！！

かもてらすかもてらす会場

わくわく柔道教室 柔道で楽しく体を動かそう
要申込 12/8(木）締切

もあるボッチャを体験してみよう! 上履き、飲み物、タオル

要申込 各教室の前日まで
キッズフラダンス教室

みんなでハワイアンミュージックに乗せて、みんなでハワイアンミュージックに乗せて、
ゆらゆら楽しくフラダンスに挑戦しよう！！

かもてらすかもてらすかもてらすかもてらすかもてらすかもてらす会場

12/11（日）
①９：00～９：４0 ナルクラス
対象：幼児～小学２年生（親子可）
②９：50～１０：30 カイクラス
対象：小学３年生～中学生（親子可）

日時

●持ってくるもの：マスク

わくわくサックス教室・わくわくドラム教室は、
年間のお申し込みが定員に達しましたので、申込みを終了しました。

古代鉄歌謡館
お問合せ・お申込み：Tel.0854-43-6568

みんなでたのしく絵を描こう！みんなでたのしく絵を描こう！

12/11（日）10：00～12：00日時

クレヨンや絵の具を使っていろ
んな絵を書くよ!自由にいろん
なものを描いてみよう♪天気が
良ければ野外写生します。

要申込 前日締切

民謡（唄・尺八・三味線）
要申込 各教室の3日前締切

民謡っておもしろい！声の出し方や尺八、三味線の音の出し
方が優しく一から分かる教室！親子参加も大歓迎♪
※楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。

日時

良ければ野外写生します。

12/11（日）10：00～12：00日時

神楽の舞や奏楽（たいこ、笛な
ど）を気軽に習える教室だよ！

わくわく神楽教室
要申込 前日締切

12/18（日）
10：30～11：15

日時 冬バージョンの童謡を中心にア
ニメソングなどみんなで楽しく
歌いましょう！

こどものおんがくタイム
要申込 前日(午前中)締切

お問合せ・お申込み：Tel.0854-43-6568

みんなでたのしく絵を描こう！みんなでたのしく絵を描こう！みんなでたのしく絵を描こう！みんなでたのしく絵を描こう！

民謡（唄・尺八・三味線）
要申込 各教室の3日前締切

民謡っておもしろい！声の出し方や尺八、三味線の音の出し
方が優しく一から分かる教室！親子参加も大歓迎♪
※※楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。楽器も無料で貸し出しますので、お気軽にご参加ください。

日時〈尺　八〉12/3（土）13：30～14：30
　　　　 24（土）10：00～11：00
〈三味線〉12/3（土）14：30～15：30
　　　　 24（土）11：00～12：00
〈 唄 〉12/4、25（日）10：00～11：00

※推奨年齢は３歳児～
　小学生低学年

スポンジボールを使った室内で行う雪合戦です！雪がなくスポンジボールを使った室内で行う雪合戦です！雪がなく
ても「雪合戦」が楽しめるよ。ても「雪合戦」が楽しめるよ。

日時 12/21（水) 16：00～17：00 上履き上履き

中会議室中会議室中会議室中会議室

ロボットプログラミング体験！

可愛く動くロボットをプログラム
で動かそう！プログラミングブ
ロックを組み合わせて、思い通
りに動かせるかな?最後にロボッ
トレースをします!

日時 12/26（月) ①9：00～10：00 ②10：30～11：30

木 次 図 書 館

可愛く動くロボットをプログラム
で動かそう！プログラミングブで動かそう！プログラミングブで動かそう！プログラミングブ
ロックを組み合わせて、思い通
りに動かせるかなりに動かせるかな??最後にロボッ最後にロボッ
トレースをします!
●持ってくるもの：筆記用具、マスク

要申込 定員各回5名・先着順 ※対象：小学4年生以上

リズムジャンプとは、
音楽に合わせていろ
いろなジャンプをして
楽しむ運動。リズム感、
運動能力がアップ!集
中力がついたりけが
をすることも減るよ!

ボッチャ体験会ボッチャ体験会中学生企画中学生企画中学生企画中学生企画

12/4（日）14：00 15：30日時

要申込 定員30名になり次第締切

いろなジャンプをして
楽しむ運動。リズム感、楽しむ運動。リズム感、
運動能力がアップ!集
中力がついたりけが中力がついたりけが
をすることも減るよ!
●持ってくるもの：上履き、飲み物、タオル

リズムジャンプ＆運動遊び

海洋センターアリーナ海洋センターアリーナ会場

12/1（木）締切要申込

リズムジャンプの様子

12/3（土）
①14：30～15：15【対象】小学１年生～４年生
②15：30～16：00【対象】小学５年生～中学生
②はリズムジャンプのみ

日時

リズムジャンプの
様子はこちらからも

見れます

12/18(日) 雲南スイマーズ
チャレンジで発表するよ!


