
２月
日 月 火 水 木 金 土

30 31 1 2 3 4 5

★ ★
豆まき

★
6 7 8 9 10 11 12

★ ★
たこあげ

建国記念
の日

13 14 15 16 17 18 19

★ ★ ★
20 21 22 23 24 25 26

★ 天皇誕生日 ★
体育館

★
27 28 1 2 3 4 5

2022年 開室日＝★

こ ま ど り 新 聞 第 10 号

火・金…10:00～15:00 ／ 木…10:00～14:00

こまどりオープン
ロボット・プログラミング

※コロナの状況により、中止になることもあります。

こまどりルームよりお知らせ

今年度のこまどりルームは

3月11日（金）が最終日になります。
来年度もいろんなイベントを計画しています。

楽しみにしていてね♪

３月
日 月 火 水 木 金 土

27 28 1 2 3 4 5

★ ★ ★
6 7 8 9 10 11 12

★ ★ ★
13 14 15 16 17 18 19

休み 休み 休み
20 21 22 23 24 25 26

春分の日 休み 休み 休み
27 28 29 30 31 1 2

休み 休み 休み

2022年 開室日＝★

＼チューリップが育っています／

11月に植えたチューリップ！
なんと芽が出ていました★
小さいけど、見えるかな…？
開花が楽しみですね♪

＼新しいカードゲーム紹介／

「ito」「キャット＆チョコレート」
が仲間入りしました！

トランプやUNOとは違う
ちょっと変わったゲームです！
知っている人もいるかな?!
YouTuberの中でも人気みたい♪

イト

しょうかい

ぜひ体験しにきてね。
たいけん

みんなのもとに、たくさんの

福がやってきますように！

のぞいてみたいと思ったら

あすなろダイヤルへ
（0744-34-5560）

平日9-17時


6

		2021年 ネン				６月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44348x1F

		月 ゲツ		火 ヒ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ツチ		日 ニチ

		31		1		2		3		4		5		6

				★				休 ヤス		★

		7		8		9		10		11		12		13

				★				★		★

		14		15		16		17		18		19		20

				★				★		★

		21		22		23		24		25		26		27

				★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		28		29		30		1		2		3		4

				★







7

		2021年 ネン				７月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44378x1F

		月 ゲツ		火 ヒ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ツチ		日 ニチ

		28		29		30		1		2		3		4

								★		★

		5		6		7		8		9		10		11

				★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		12		13		14		15		16		17		18

				★				★		★

		19		20		21		22		23		24		25

				★				休み ヤス		休み ヤス

		26		27		28		29		30		31		1

				★				★		★







8

		2021年 ネン				８月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44409x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		1		2		3		4		5		6		7

						★				休み ヤス		午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス

		8		9		10		11		12		13		14

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		15		16		17		18		19		20		21

						★				★		★

		22		23		24		25		26		27		28

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス

		29		30		31

						★







9

		2021年 ネン				9月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44440x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		29		30		31		1		2		3		4

										★		★

		5		6		7		8		9		10		11

						★				★		★

		12		13		14		15		16		17		18

						★				★		★

		19		20		21		22		23		24		25

						★				敬老の日 ケイロウ ヒ		★

		26		27		28		29		30		1		2

						★				休み ヤス







10

		2021年 ネン				10月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44470x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		26		27		28		29		30		1		2

												★

		3		4		5		6		7		8		9

						★				★		★

		10		11		12		13		14		15		16

						★				★		★

		17		18		19		20		21		22		23

						★				★		★

		24/31		25		26		27		28		29		30

						★				★		★
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		2021年 ネン				11月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44501x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		31		1		2		3		4		5		6

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		7		8		9		10		11		12		13

						★				★		★

		14		15		16		17		18		19		20

						★				★		★

		21		22		23		24		25		26		27

						勤労感謝の日 キンロウ カンシャ ヒ				★		★

		28		29		30		1		2		3		4

						★







12

		2021年 ネン				12月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44531x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		28		29		30		1		2		3		4

										★		★

		5		6		7		8		9		10		11

						★				★		★

		12		13		14		15		16		17		18

						★				休み ヤス		★

		19		20		21		22		23		24		25

						★				冬休み フユヤス		冬休み フユヤス

		26		27		28		29		30		31		1

						冬休み フユヤス		冬休み フユヤス		冬休み フユヤス		冬休み フユヤス







1

		2022年 ネン				1月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		26		27		28		29		30		31		1



		2		3		4		5		6		7		8

												★

		9		10		11		12		13		14		15

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		16		17		18		19		20		21		22

						★				休み ヤス		★

		23		24		25		26		27		28		1

						★				★		★

		30		31		1		2		3		4		5





冬休み



2

		2022年 ネン				２月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ								reserved-44593x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		30		31		1		2		3		4		5

						★				★
豆まき マメ		★

		6		7		8		9		10		11		12

						★				★
たこあげ		建国記念の日 ケンコク キネン ヒ

		13		14		15		16		17		18		19

						★				★		★

		20		21		22		23		24		25		26

						★		天皇誕生日 テンノウ タンジョウビ		★
体育館 タイイクカン		★

		27		28		1		2		3		4		5













3

		2022年 ネン				３月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ								reserved-44621x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		27		28		1		2		3		4		5

						★				★		★

		6		7		8		9		10		11		12

						★				★		★

		13		14		15		16		17		18		19

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		20		21		22		23		24		25		26

				春分の日 シュンブン ヒ		休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		27		28		29		30		31		1		2

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス












6

		2021年 ネン				６月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44348x1F

		月 ゲツ		火 ヒ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ツチ		日 ニチ

		31		1		2		3		4		5		6

				★				休 ヤス		★

		7		8		9		10		11		12		13

				★				★		★

		14		15		16		17		18		19		20

				★				★		★

		21		22		23		24		25		26		27

				★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		28		29		30		1		2		3		4

				★







7

		2021年 ネン				７月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44378x1F

		月 ゲツ		火 ヒ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ツチ		日 ニチ

		28		29		30		1		2		3		4

								★		★

		5		6		7		8		9		10		11

				★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		12		13		14		15		16		17		18

				★				★		★

		19		20		21		22		23		24		25

				★				休み ヤス		休み ヤス

		26		27		28		29		30		31		1

				★				★		★







8

		2021年 ネン				８月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44409x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		1		2		3		4		5		6		7

						★				休み ヤス		午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス

		8		9		10		11		12		13		14

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		15		16		17		18		19		20		21

						★				★		★

		22		23		24		25		26		27		28

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス

		29		30		31

						★







9

		2021年 ネン				9月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44440x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		29		30		31		1		2		3		4

										★		★

		5		6		7		8		9		10		11

						★				★		★

		12		13		14		15		16		17		18

						★				★		★

		19		20		21		22		23		24		25

						★				敬老の日 ケイロウ ヒ		★

		26		27		28		29		30		1		2

						★				休み ヤス







10

		2021年 ネン				10月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44470x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		26		27		28		29		30		1		2

												★

		3		4		5		6		7		8		9

						★				★		★

		10		11		12		13		14		15		16

						★				★		★

		17		18		19		20		21		22		23

						★				★		★

		24/31		25		26		27		28		29		30

						★				★		★
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		2021年 ネン				11月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44501x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		31		1		2		3		4		5		6

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		7		8		9		10		11		12		13

						★				★		★

		14		15		16		17		18		19		20

						★				★		★

		21		22		23		24		25		26		27

						勤労感謝の日 キンロウ カンシャ ヒ				★		★

		28		29		30		1		2		3		4

						★







12

		2021年 ネン				12月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ						reserved-44531x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		28		29		30		1		2		3		4

										★		★

		5		6		7		8		9		10		11

						★				★		★

		12		13		14		15		16		17		18

						★				休み ヤス		★

		19		20		21		22		23		24		25

						★				冬休み フユヤス		冬休み フユヤス

		26		27		28		29		30		31		1

						冬休み フユヤス		冬休み フユヤス		冬休み フユヤス		冬休み フユヤス







1

		2022年 ネン				1月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		26		27		28		29		30		31		1



		2		3		4		5		6		7		8

												★

		9		10		11		12		13		14		15

						★				午前★
午後休 ゴゼン ゴゴ ヤス		★

		16		17		18		19		20		21		22

						★				休み ヤス		★

		23		24		25		26		27		28		1

						★				★		★

		30		31		1		2		3		4		5





冬休み



2

		2022年 ネン				２月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ								reserved-44593x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		30		31		1		2		3		4		5

						★				★
豆まき！ マメ		★

		6		7		8		9		10		11		12

						★				★		建国記念の日 ケンコク キネン ヒ

		13		14		15		16		17		18		19

						★				★		★

		20		21		22		23		24		25		26

						★		天皇誕生日 テンノウ タンジョウビ		★		★

		27		28		1		2		3		4		5













3(2)

		2022年 ネン				３月 ガツ				開室日＝★ カイシツビ								reserved-44621x1F

		日 ニチ		月 ゲツ		火 カ		水 スイ		木 モク		金 キン		土 ド

		27		28		1		2		3		4		5

						★				★		★

		6		7		8		9		10		11		12

						★				★		★

		13		14		15		16		17		18		19

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		20		21		22		23		24		25		26

				春分の日 シュンブン ヒ		休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス

		27		28		29		30		31		1		2

						休み ヤス				休み ヤス		休み ヤス












	スライド番号 1

