
行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。 　　

CALENDAR２０１８せいろうまち・学びカレンダー

④屋外テニスコート　　※問い合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　放　　日 開　放　時　間 申　　　請

砂入り人工芝
（ナイター完備） 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑤ NPO 法人　スポネットせいろう　　諏訪山１２８８番地　（聖籠野球場内）　☎２７－１５１５　FAX ２７－１５１４
営　　業　　日 営　業　時　間

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM８：３0 ～ PM５：３0

⑥聖籠野球場　　諏訪山１２８８番地　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　放　　日 開　放　時　間 申　　　請

ナイター・スコアボード完備
観客スタンド完備

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）
( ナイター使用は 4 月上旬頃～ 11 月下旬頃） AM9：00 ～ PM9：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑦次第浜野球場　　次第浜４１６４番地３１９　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

ナイター・スコアボードなし
観客スタンドなし 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM５：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑧蓮野小学校　☎２７－２５０８　　⑨山倉小学校　☎２７－２５０４　　⑩亀代小学校　☎２７－２０２９　　⑪聖籠中学校　☎２７－７０８０
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請
体　育　館 ［学校解放］

月曜日～土曜日の夜間　日曜日、祝日、土曜日の日中

平日 ＰＭ５：３０～ＰＭ９：３０ 使用日の５日前までに申請
※登録団体に定期開放
※その他の申請は、社会教育課
　及び各学校と協議グラウンド 日・祝日 AM9：00 ～ PM５：00

⑫結いハート聖籠　　諏訪山１５６０番地３　☎３２－５８１８　FAX ３２－５８１９
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

青少年交流センター
学習室、和室、民俗資料館 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0 使用日の３ヶ月前から５日前まで。

⑬亀代地区公民館　　次第浜５４３１番地　☎２７－３４４５　FAX ２７－３４４５
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

小ホール・和室・調理室 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0 使用日の３ヶ月前から５日前まで。

⑭亀代地区多目的屋内運動場 　　　　　  ⑮蓮野地区多目的屋内運動場 　　　　　 ⑯山倉地区多目的屋内運動場 
　網代浜１４７２番地２　☎２７－５０１９　　　　 蓮野１９４２番地　☎２７－２５１１　　　　　  山倉６５２番地９　☎２７－１７８６

設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

テニスコート１面
（ゲートボールコート2面）
フットサル等多目的スポーツに使用

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0

使用日の 4 週間前から、各多目
的窓口及び町民会館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

各地区多目的屋内運動場　こども開放
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間

小体育室・和室
毎週土曜日

ＡＭ９：００～ＰＭ１：００
運　動　場 ＡＭ１１：００～ＰＭ３：００

⑱蓮のギャラリー　　蓮野１９４３番地１２　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１
開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM５：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　

⑲いにしえ　　蓮潟２８４５番地１　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

会合スペース・資料展示 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）
（ご利用・見学の際は町民会館にご連絡ください。） AM9：30 ～ PM４：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

施設予約状況は聖籠町公共施設案内で確認できます。
http://www.seiro-shisetsu.jp

　※公民館・図書館関連施設は 12 月 28 日～ 1 月 3 日、体育館関連施設は 12 月 28 日～ 1 月 4 日が休館日となります。
　※行事等により使用できない場合もあります。詳しくは各施設にご確認ください。
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施設利用案内

①町民会館　　諏訪山１２８０番地　☎２７－２１２１　FAX ２７－７９７６　　HP　 http://www.kaikan.seirou.niigata.jp/　　
E-mail 　info@kaikan.seirou.niigata.jp

施　設　名 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

公民館・文化会館
体育館 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：30

総合体育館は使用日の 4 週間前から使
用期日まで。

（聖籠町内勤務または在住者、新発田市、
胎内市在住者以外は 2 週間前から）
・公民館は仕様の３ヶ月から 5 日前ま
　で。
・文化会館は使用日の 6 ヶ月前から 10
日前まで。

ランニングコース体育館
（個人利用）

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）　
　個人利用の場合は会場が開いている時 AM9：00 ～ PM9：30

随時、町民会館窓口で。
※個人利用の場合は、空き状況
　を電話でご確認ください。

体育館（一般開放） 火曜日・土曜日 AM5：30 ～ PM9：30 随時、町民会館窓口で。
（予約できません。）　

トレーニングルーム 月曜日をのぞく毎日（月曜祝日の時は翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：00
（日曜、祝日は PM5：00 まで）

随時トレーニングルームで受付
※新規の方は、ご連絡（予約）
　してからおいでください。

②聖籠町立図書館　　諏訪山１５６0 番地１　☎２７－６１６６　FAX ２７－６１６７　　HP　 http://www.lib-seiro.jp/　　E-mail 　 info@lib-seiro.jp
施　設　名 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

聖籠町立図書館

図書館休館日※のぞく毎日
※月曜日、毎月最終金曜日（7 月 27 日をのぞく）、年末年
　始（12 月 28 日から 1 月 3 日）、蔵書点検期間（2 月 4
　日～ 2 月 11 日）、国民の祝日 (4 月 29 日・5 月 5 日・8
　月 11 日・9 月 23 日・11 月 3 日・12 月 23 日を除く）

３月～１1 月
AM9：30 ～ PM7：00

（土・日曜は PM5：00 まで）
12 月～２月

AM9：30 ～ PM6：00
（土・日曜は PM5：00 まで）

直通☎２７－６１６６

③藤寄体育館　　藤寄３１８３番地　☎２７－８１３６
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

体　育　館 月曜日をのぞく毎日（月曜祝日の時は翌日が休館日）
AM9:00 ～ PM9:00

PM5:00 以降の利用は、
登録団体にのみ定期開放

使用日の 4 週間前から使用期日まで。
（聖籠町内勤務または在住者、新発田
市、胎内市在住者以外は2週間前から）



行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

一緒にはじめませんか？

野 球

山小ストロングススポーツ少年団
代表／伊藤　義則

Tel．27－4836

蓮野スラッガーズスポーツ少年団
代表／吉川　和之

Tel．27－1020

亀代ベースボールクラブ
代表／山内　正樹

Tel．27－3083

柔 道
聖籠町柔道スポーツ少年団

代表／相馬　雅人
Tel．27－4629

サッカー
FC聖籠

代表／須貝　　透
Tel．090－8748－6221

バ レ ー
ボ ー ル

SVC
代表／鈴木　　亘

Tel．27－6409

バスケット
ボ ー ル

聖籠ブルーバーズ・ウイングス
代表／小林　正義

Tel．090－3041－8587

剣 道
聖籠町剣道クラブ

代表／宮下　純一
Tel．090－4915－9390

空 手
理心館

代表／野口　友春
Tel．090－7243－7408

バスケットボール（４）

サッカー・フットサル（７）

バレーボール（３）

ビーチボール（１）

ソフトバレー（１）

グラウンドゴルフ（３）

卓球（６）

テニス（２）

剣道（１）

エアロビクス（１）

ソフトテニス（２）

バウンドテニス（１）

バドミントン & ソフトバレー（１）

バドミントン（１）

野球（４）

踊 り

若扇会
代表／深井奈緒美

Tel．27－7786

郷扇会
代表／佐藤　恵子

Tel．27－7208

栄友会
代表／渡辺　瑞子

Tel．27－7533

楽踊会
代表／二ノ宮三智子

Tel．27－4162

美鈴会
代表／若槻　森江

Tel．27－7550

白百合会
代表／五十嵐美代子

Tel．27－4844

社 交
ダ ン ス

聖籠町社交ダンス倶楽部
代表／小林　芳子

Tel．27－5444

ダ ン ス
Ｄａｉｙａキッズ

代表／横山　恵美
Tel．090－5588－7119

バ レ エ
聖籠町バレエ教室

代表／加藤　美里
Tel．27－1358（小池）

三 味 線
聖籠町三味線教室

代表／渡辺　勇三
Tel．27－7679

詩 吟
詩吟教室

代表／塩原　光子
Tel．27－8023

大 正 琴
大正琴　野菊会

代表／高松　由江
Tel．27－5007

和 太 鼓
聖籠太鼓「響」（sato-oto）

事務局／簗瀬　　将
Tel．080－5254－0239

俳 句
聖籠俳壇

代表／天尾壮一郎
Tel．27－2948

短 歌
聖籠町短歌会

代表／小柳　正平
Tel．27－8371

生 け 花
小原流生け花サークル

代表／治田ケイ子
Tel．27－7695

お 茶

お抹茶友の会
代表／戸谷田美佐子

Tel．27－2077

煎茶雪友会
代表／澤田マサ子

Tel．27－5181

フ ラ ワ ー
アレンジメント

フラワーアレンジメントの会
代表／吉岡　博美

　Tel．090－4595－3728

刻 字
刻楽会（こくがかい）

代表／二宮ミヨシ
　Tel．080－2053－4258

陶 芸
聖籠町陶芸サークル

代表／藤間　　殖
Tel．27－8031

囲 碁
聖籠町囲碁倶楽部

代表／渡辺　幸明
Tel．27－7722

将 棋
聖籠町将棋同好会

代表／長山　　忍
Tel．27－8535

油 絵
炎の会

代表／吉井　敏子
Tel．27－4553

書 道
櫻亭会　

代表／髙松江利子
Tel．27－8438

絵 手 紙
優遊会

代表／冨樫　和子
Tel．27－4586

よさこい
ダ ン ス

Ｄａｉｙａ
代表／横山　恵美

Tel．090－5588－7119

写 真
フォート・せいろう

代表／藤間　　殖
Tel．27－8031

絵 画
アトリエ・ミントの会

事務局／長谷川利子
　Tel．080－1052－9000

絵・ 詩
音 楽

歌い手たちのアート展
代表／雙田　三典

Tel．090－2650－1387

コーラス
合 唱

コーラス聖籠の杜
代表／伊藤　敏子

Tel．27－4881

混声合唱ＫＡＮＯＮ（花音）
代表／橋本　洽子

Tel．27－3042

合唱団「虹」
代表／伊藤　敏子

Tel．27－4881

音 楽
ミディアム・スケール

代表／田中　雅義
Tel．27－4434

育 児
サークル

ぐーちょきぱー
代表／星野かおり

Tel．090－4665－9119

うさぎ・おひさまサークル
代表／肥田野しのぶ

　Tel．090－2631－8491

ニコニコサークル
代表／國兼　裕美
　Tel．27－2400

サンキララ
代表／中村　恵美

　Tel．080－6715－1408

ホ ー ム
ソーイング

ホームソーイングの会
代表／武田　桂子

Tel．27－4117

パ ッ チ
ワ ー ク

パッチワーク・サークル
代表／伊藤サチ子

Tel．27－4509

古 文 書
聖籠町古文書に親しむ会

代表／大野久美子
Tel．27－2895

韓 国 語
ハナ会

代表／坂上　ユミ
Tel．27－4904

社会教育施設利用登録団体 スポーツ少年団スポネットせいろう
（加入団体・サークル数）

スポネットせいろう・スポーツ少年団の活動場所、曜日、時間、連絡
先や、不明な点については、スポネットせいろう事務局（０２５４－２７
－１５１５) にお問い合わせください。

そのほかのお問い合わせ先／
聖籠町町民会館　（☎０２５４－２７－２１２１）
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１７(日)
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２４(日)
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２９(金)

３０(土)

３１(日)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ・亀代こ）参観日・クラス懇談会

（蓮潟こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

ありがとう会

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「おめでとう会」

修了式

すくすく「おとうさんもおいでよ」

３学期終業式

すくすく「後期離乳食試食会」

新年度準備の為休み

新年度準備の為休み

新年度準備の為休み

小　学　校
（山小・亀小）6年生を送る会
（蓮小）卒業を祝う会

３学期終業式

卒業式

聖籠中学校

第１８回卒業式

２年生修学旅行（～８日）、公立一般入試

公立独自検査

公立高校合格発表

授業参観日、聖中の未来を語る会

振替休業日

３学期終業式

離任式

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

第２３回町民親善バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、女子サッカー教室

せいろうインドアソフトテニス大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ヘルシー＆ビューティー教室

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

大人の上映会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

春分の日　　　　　　　　　　　　　休館日

ブックスタート

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　子ども上映会

　

　休館日（図書整理日）

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０３M
arch 2019

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(日)

２(月)

３(火)

４(水)

５(木)

６(金)

７(土)

８(日)

９(月)

１０(火)

１１(水)

１２(木)

１３(金)

１４(土)

１５(日)

１６(月)

１７(火)

１８(水)

１９(木)

２０(金)

２１(土)

２２(日)

２３(月)

２４(火)

２５(水)

２６(木)

２７(金)

２８(土)

２９(日)

３０(月)

こども園・すくすくサロン

１学期始業式4・5歳児給食開始、
4歳児午睡開始　　　  すくすくオープン

入園式、保護者会、愛児会総会、クラス懇
談会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日①相談日

お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「はじめましての会」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

小　学　校

１学期始業式・新任式

入学式

（山小）下校指導

（山小）1年生を迎える会

６年全国学力学習状況調査

学習参観日・ＰＴＡ総会・学年懇談会

（蓮小・亀小）１年生を迎える会

（蓮小）家庭訪問（～５月１日まで）

（山小）大峰山登山

聖籠中学校

１学期始業式、入学式

全国学力学習状況調査（３年）

授業参観日、学校説明会、ＰＴＡ総会

振替休業日

標準学力検査（ＮＲＴ）①

標準学力検査（ＮＲＴ）②

スポーツイベント（スポネット）
野球人の祭典中学生大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室

聖籠町スポーツ少年団入団式
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室
下越北ブロック学童野球大会聖籠町予選
ヒップホップダンス教室
下越北ブロック学童野球大会聖籠町予選（予備日）
春季混合バレーボール大会、観桜ウォーク

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室  走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

全日本少年軟式野球大会下越予選

全日本少年軟式野球大会下越予選（予備日）

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

休館日       
 休館日、こどもの読書週間（～5/12まで）

　ぐるんぱの部屋

　

　ブックスタートプラス

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

昭和の日　　　　　　　　　　　特別開館日

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０４April 2018



１(火)

２(水)

３(木)

４(金)

５(土)

６(日)

７(月)

８(火)

９(水)

１０(木)

１１(金)

１２(土)

１３(日)

１４(月)

１５(火)

１６(水)

１７(木)

１８(金)

１９(土)

２０(日)

２１(月)

２２(火)

２３(水)

２４(木)

２５(金)

２６(土)

２７(日)

２８(月)

２９(火)

３０(水)

３１(木)

こども園・すくすくサロン

測定日①相談日

お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮潟こ）親子遠足

（蓮野こ）親子遠足

（亀代こ）親子遠足

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「後期離乳食試食会」

（蓮野こ）５歳親子交通安全・歯磨き教室

小　学　校

（山小）大峰山登山予備日

（山小）１・２・３年交通安全教室

（亀小）運動会

（亀小）運動会振替休業日

（山小・蓮小）運動会

（山小・蓮小）運動会予備日

（山小・蓮小）運動会振替休業日

聖籠中学校

小中あいさつ運動（～11日）

二市北蒲原陸上競技大会

スポーツイベント（スポネット）

下越北ブロック少年野球大会

下越北ブロック少年野球大会（予備日）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

宮川杯（バスケ）、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

宮川杯（バスケ）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

県北交歓中学生野球大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days、女子サッカー教室

県北交歓中学生野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
休館日

憲法記念日　　　　　　　　　　　　休館日

みどりの日　　　　　　　　　　　　休館日

こどもの日　　　　　　　　　　特別開館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ
紙しばい会、1日子ども図書館員

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０５M
ay 2018

１(金)

２(土)

３(日)

４(月)

５(火)

６(水)

７(木)

８(金)

９(土)

１０(日)

１１(月)

１２(火)

１３(水)

１４(木)

１５(金)

１６(土)

１７(日)

１８(月)

１９(火)

２０(水)

２１(木)

２２(金)

２３(土)

２４(日)

２５(月)

２６(火)

２７(水)

２８(木)

こども園・すくすくサロン
（蓮潟こ・亀代こ）節分豆まき

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）4歳児発表会　  測定日①相談日

（蓮潟こ）５歳児発表会・新１年生入学説明会
（亀代こ）４・５歳児発表会

（蓮野こ）5歳児発表会・小学校入学説明会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）新入園児１日入園
　　　　新１年生体験入学・入学説明会

　　測定日②

（蓮潟こ）新入園児一日入園

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）５歳児お茶会

（蓮野こ）新入園児1日入園

（蓮潟こ）５歳児お茶会

（亀代こ）５歳児お茶会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「ひなまつり会①」

すくすく「ひなまつり会②」

すくすく「中期離乳食試食会」

小　学　校

（山小）新１年生入学説明会

（蓮小）新１年生入学説明会

（蓮小）なわとび大会
（亀小）新1年生体験入学・入学説明会

（山小）新１年生体験入学

（亀小）学習参観・PTA役員選出・学年懇談会

（蓮小）学習参観日

（山小）学習参観日・懇談会

聖籠中学校

３学期期末テスト①

３学期期末テスト②

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

聖籠町スポーツ少年団退団式

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第１７回ミニバスケットボールウィンターフェスティバル・イン SEIRO
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

第１７回ミニバスケットボールウィンターフェスティバル・イン SEIRO

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

第２３回町民親善バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

休館日（蔵書点検）

週末体験くらぶ　　　　　休館日（蔵書点検）

休館日（蔵書点検）

建国記念の日　　　　　　休館日（蔵書点検）

　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

休館日

　

　

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）、ブックスタートプラス

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０２February 2019



１(火)

２(水)

３(木)

４(金)

５(土)

６(日)

７(月)

８(火)

９(水)

１０(木)

１１(金)

１２(土)

１３(日)

１４(月)

１５(火)

１６(水)

１７(木)

１８(金)

１９(土)

２０(日)

２１(月)

２２(火)

２３(水)

２４(木)

２５(金)

２６(土)

２７(日)

２８(月)

２９(火)

３０(水)

３１(木)

こども園・すくすくサロン
年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

3学期始業式　　　　　  測定日①相談日

（蓮潟こ・亀代こ）だんご木飾り

（蓮野こ）だんご木飾り

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮野こ）新入園児保護者会

（蓮潟こ）新入園児保護者会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）新入園児保護者会

（亀代こ）３歳児発表会

（蓮野こ）３歳児発表会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）豆まき

（蓮潟こ）４歳児発表会
すくすく「初期離乳食試食会」

小　学　校

３学期始業式

（山小）校内書き初め会
（蓮小）校内書き初め大会

（亀小）校内書き初め大会

（亀小）1日授業参観

（蓮小）１日フリー参観日

（蓮小）１日フリー参観振替休業日

（亀小）5・6年スキー教室

（山小）学習参観日

（亀小）5・6年スキー教室予備日

聖籠中学校

３学期始業式

３年生保護者会①

３年生保護者会②

３年生保護者会③

３年生標準学力検査（ＮＲＴ）

スポーツイベント（スポネット）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、走るの好きっ子教室

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

太極拳教室、亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２０回聖籠町親善フットサル大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

第２０回聖籠町親善フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
元旦 
休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

成人の日
お正月公民館まつり（予定）　　　　　休館日

休館日

　

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０１January 2019

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(金)

２(土)

３(日)

４(月)

５(火)

６(水)

７(木)

８(金)

９(土)

１０(日)

１１(月)

１２(火)

１３(水)

１４(木)

１５(金)

１６(土)

１７(日)

１８(月)

１９(火)

２０(水)

２１(木)

２２(金)

２３(土)

２４(日)

２５(月)

２６(火)

２７(水)

２８(木)

２９(金)

３０(土)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

お弁当の日　　　　　　 測定日①相談日

（蓮潟こ）５歳児親子交通安全・歯磨き教室

（亀代こ）５歳児親子交通安全・歯磨き教室
測定日②

（蓮潟こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

ふれあい参観日

振替休日

（亀代こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

（蓮潟こ）３歳児親子交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）３歳児親子交通安全教室

（蓮野こ）3歳児親子交通安全・歯磨き教室

すくすく「中期離乳食試食会」

（蓮潟こ・亀代こ）園児引き渡し訓練

おとうさんもおいでよ

小　学　校

（山小）家庭訪問（～７日まで）

（亀小）６年修学旅行（東京 ～８日まで）

（山小）６年修学旅行（～１５日まで）

（蓮小）６年修学旅行（～２０日まで）

（亀小）クリーン作戦

（亀小）クリーン作戦予備日

聖籠中学校

二市北蒲原総体１日目

二市北蒲原総体２日目

１学期期末テスト１日目

１学期期末テスト２日目、芸術鑑賞会

下越陸上競技大会①

下越陸上競技大会②

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２９回北信越ブロックバウンドテニス親善交流大会、
走るの好きっ子教室、できる Days

第２９回北信越ブロックバウンドテニス親善交流大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス、走るの好きっ子教室
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ライオンズ卓球大会、ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室
できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days
第１１回チェリーサッカー大会、せいろうオープンテニス大会
チビッ子甲子園春季大会

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室
ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

下越地区サッカー大会（予）、走るの好きっ子教室
できる Days、ヒップホップダンス教室

町民会館・図書館

週末体験くらぶ

町ポンプ操法大会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

さくらんぼの里民謡の祭典（予定）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　ブックスタートプラス

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０６June 2018



１(日)

２(月)

３(火)

４(水)

５(木)

６(金)

７(土)

８(日)

９(月)

１０(火)

１１(水)

１２(木)

１３(金)

１４(土)

１５(日)

１６(月)

１７(火)

１８(水)

１９(木)

２０(金)

２１(土)

２２(日)

２３(月)

２４(火)

２５(水)

２６(木)

２７(金)

２８(土)

２９(日)

３０(月)

３１(火)

こども園・すくすくサロン

（亀代こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

（蓮潟こ）参観日・クラス懇談会
すくすく「七夕会」

（蓮野こ）参観日・クラス懇談会

七夕集会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

愛児会親子お楽しみ会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

1学期終業式

すくすく「初期離乳食試食会」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

小　学　校

（蓮小）学習参観日

（山小）みんなの参観日・懇談会
（亀小）休日参観（１日）・引き渡し訓練

（山小・亀小）振替休業日

１学期終業式

（亀小）個別懇談

（亀小）個別懇談

（亀小）個別懇談

聖籠中学校

下越総体１日目

下越総体２日目

個別面談会①

個別面談会②

個別面談会③

個別面談会④

校内意見発表会

県総体１日目

県総体２日目

１学期終業式

スポーツイベント（スポネット）
聖籠町学童野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス、走るの好きっ子教室
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

町民ゴルフ大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

走るの好きっ子教室、できる Days、フリースポーツ

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

東新潟火力発電所杯夏季混合バレーボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

チビッ子甲子園サマーナイター、女子サッカー教室
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室、フリースポーツ

ヘルシー＆ビューティー教室

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

国際ユースサッカー（聖籠）予定
週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

国際ユースサッカー（聖籠）予定

海の日　
国際ユースサッカー（新潟）　　　　　休館日

休館日

　

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　おはなし木曜日

特別開館日、ブックスタート

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０７July 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(土)

２(日)

３(月)

４(火)

５(水)

６(木)

７(金)

８(土)

９(日)

１０(月)

１１(火)

１２(水)

１３(木)

１４(金)

１５(土)

１６(日)

１７(月)

１８(火)

１９(水)

２０(木)

２１(金)

２２(土)

２３(日)

２４(月)

２５(火)

２６(水)

２７(木)

２８(金)

２９(土)

３０(日)

３１(月)

こども園・すくすくサロン
すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

（蓮潟こ・蓮野こ）参観日・クラス懇談会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮潟こ）３歳児発表会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「クリスマス会①」

クリスマス会
すくすく「クリスマス会②」

２学期終業式

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「中期離乳食試食会」

年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

小　学　校

２学期終業式

聖籠中学校

立会演説会、生徒会役員選挙

個別面談会①

個別面談会②

個別面談会③

個別面談会④、入学説明会

２学期終業式

スポーツイベント（スポネット）
新人バスケットボール大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

聖籠・新発田交流練習会（バウンドテニス）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

新人バスケットボール大会、フリースポーツ、
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

新人バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２０回中学校選抜バスケットボール聖籠大会

第２０回中学校選抜バスケットボール聖籠大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

町民会館・図書館
週末体験くらぶ、聖籠町親善剣道大会（準備）

聖籠町親善剣道大会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

ブックスタートプラス

ブックスタート

週末体験くらぶ

天皇誕生日　　　特別開館日、クリスマス会

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１２Decem
ber 2018



１(木)

２(金)

３(土)

４(日)

５(月)

６(火)

７(水)

８(木)

９(金)

１０(土)

１１(日)

１２(月)

１３(火)

１４(水)

１５(木)

１６(金)

１７(土)

１８(日)

１９(月)

２０(火)

２１(水)

２２(木)

２３(金)

２４(土)

２５(日)

２６(月)

２７(火)

２８(水)

２９(木)

３０(金)

こども園・すくすくサロン

（蓮野こ）園小合同避難訓練

測定日①相談日

遊ぼう会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

遊ぼう会振替休日

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）祖父母参観日・交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「後期離乳食試食会」

小　学　校

（山小）個別懇談（～８日まで）

（蓮小・亀小）個別懇談会①

（蓮小・亀小）個別懇談

（蓮小・亀小）個別懇談

（蓮小）個別懇談会

（亀小）児童会祭り

（山小）山倉感謝祭（児童会祭り）

聖籠中学校

２学期期末テスト①

２学期期末テスト②

スポーツイベント（スポネット）
山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

コアラカップ親善交流バレーボール大会

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

チャレンジカップ（バスケ）

チャレンジカップ（バスケ）、走るの好きっ子教室
できる Days、ヒップホップダンス教室

第１１回せいろう緑丸フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

町民会館・図書館

文化の日
文化祭（予定）　　　　　　　　　特別開館日

文化祭（予定）　　　　　　　　子ども上映会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

町音楽祭（予定）、週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

勤労感謝の日　　　　　　　　　　　休館日

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１１Novem
ber 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(水)

２(木)

３(金)

４(土)

５(日)

６(月)

７(火)

８(水)

９(木)

１０(金)

１１(土)

１２(日)

１３(月)

１４(火)

１５(水)

１６(木)

１７(金)

１８(土)

１９(日)

２０(月)

２１(火)

２２(水)

２３(木)

２４(金)

２５(土)

２６(日)

２７(月)

２８(火)

２９(水)

３０(木)

３１(金)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日①相談日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「完了期離乳食試食会」

小　学　校
（亀小）個別懇談予備日

２学期始業式

聖籠中学校

北信越大会（～１０日）

全中大会（～２５日）

２学期始業式

スポーツイベント（スポネット）
太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室、
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室

第４回聖籠スーパーカップ

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

夏期広域研修大会（ソフトテニス）
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

スポネットカップバレーボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
　

　おはなし木曜日

夏祭り　聖籠町観光協会２７－２１１１

夏祭り（花火）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

おはなし木曜日スペシャル

おしゃべりしましょう会　　　子ども上映会

山の日　　　　　　 特別開館日、紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

成人式

おはなし木曜日

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

おはなし木曜日、ブックスタートプラス

ブックスタート

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０８August 2018



１(土)

２(日)

３(月)

４(火)

５(水)

６(木)

７(金)

８(土)

９(日)

１０(月)

１１(火)

１２(水)

１３(木)

１４(金)

１５(土)

１６(日)

１７(月)

１８(火)

１９(水)

２０(木)

２１(金)

２２(土)

２３(日)

２４(月)

２５(火)

２６(水)

２７(木)

２８(金)

２９(土)

３０(日)

こども園・すくすくサロン
すくすく「おとうさんもおいでよ」

2学期始業式

測定日①相談日

（蓮野こ）3歳児お弁当の日

（蓮潟こ）３歳児お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）4・5歳児お弁当の日・3歳児試食会
測定日②

（蓮潟こ）４・５歳児お弁当の日、
３歳児親子歯磨き教室・試食会

（亀代こ）４・５歳児お弁当の日、
３歳児親子歯磨き教室・給食試食会

（亀代こ）３歳児お弁当の日

すくすく「パクパク食育講話」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「秋の会①」

すくすく「後期離乳食試食会」

小　学　校

５年自然体験教室（～５日まで３校合同）

（亀小）学習参観・学級懇談会

（山小）学習参観日

（蓮小）祖父母参観日

（山小）チャレンジランニング

６年親善陸上大会（五十公野陸上競技場）

６年親善陸上大会予備日

聖籠中学校

聖中祭

聖中祭予備日

振替休業日

小学生陸上指導（蓮野小）

小学生陸上指導（山倉/亀代）

２学期中間テスト①

２学期中間テスト②

２年生職場体験①、
１年生ボランティア体験

２年生職場体験②

２年生職場体験③

スポーツイベント（スポネット）
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室
できる Days

第１１回せいろうグレープサッカー大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

走るの好きっ子教室、できる Days

第１５回聖籠ミックスダブルステニス大会

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン
町老連シニア卓球大会、ヨガ教室（昼の部）
ハワイアンフラダンス教室
フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days
第７回せいろうシニアサッカー大会、秋季混合バレーボール大会
第１５回聖籠ミックスダブルステニス大会（予備日）

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

秋の健康ウォーク

町民会館・図書館
週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

敬老の日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

週末体験くらぶ　　　　　　　大人の上映会

秋分の日　　　　　　　　　　　特別開館日

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

　

　

　　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０９Septem
ber 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(月)

２(火)

３(水)

４(木)

５(金)

６(土)

７(日)

８(月)

９(火)

１０(水)

１１(木)

１２(金)

１３(土)

１４(日)

１５(月)

１６(火)

１７(水)

１８(木)

１９(金)

２０(土)

２１(日)

２２(月)

２３(火)

２４(水)

２５(木)

２６(金)

２７(土)

２８(日)

２９(月)

３０(火)

３１(水)

こども園・すくすくサロン

測定日①相談日

すくすく「秋の会②」

運動会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

振替休日　　　　　　　　　　 測定日②

幼年ふれあい消防

（蓮野こ）お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮潟こ）お弁当の日

（蓮野こ）祖父母参観日・交通安全講話

（蓮潟こ）祖父母参観日・交通安全講話

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）未就園児親子交通安全教室

（蓮野こ）未就園児親子交通安全教室

（蓮潟こ）未就園児交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）お弁当の日

すくすく「中期離乳食試食会」

小　学　校

（蓮小・亀小）マラソン記録会

（蓮小・亀小）マラソン記録会予備日

町小学校音楽祭（４年生参加）

（山小）絵画展・学習発表会
（蓮小）ひびきの集い・作品展 （亀小）学習発表会

振替休業日

聖籠中学校

秋灯祭

新入生体験入学

スポーツイベント（スポネット）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

聖籠町バスケットボール連盟杯
ヒップホップダンス教室、できる Days

聖籠町バスケットボール連盟杯

聖籠町バスケットボール連盟杯

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室

聖籠町学童新人野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

できる Days

聖籠町学童新人野球大会（予備日）
第１０回協会杯争奪聖籠町親善フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

ジュニアソフトテニス

町民会館・図書館
休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

週末体験くらぶ

体育の日
聖籠町スポレク祭　　　　　　　　　休館日

休館日　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

町中防災訓練

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）、ブックスタートプラス

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ
1日子ども図書館員、秋の読書週間（～11/9まで）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１０October 2018



１(土)

２(日)

３(月)

４(火)

５(水)

６(木)

７(金)

８(土)

９(日)

１０(月)

１１(火)

１２(水)

１３(木)

１４(金)

１５(土)

１６(日)

１７(月)

１８(火)

１９(水)

２０(木)

２１(金)

２２(土)

２３(日)

２４(月)

２５(火)

２６(水)

２７(木)

２８(金)

２９(土)

３０(日)

こども園・すくすくサロン
すくすく「おとうさんもおいでよ」

2学期始業式

測定日①相談日

（蓮野こ）3歳児お弁当の日

（蓮潟こ）３歳児お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）4・5歳児お弁当の日・3歳児試食会
測定日②

（蓮潟こ）４・５歳児お弁当の日、
３歳児親子歯磨き教室・試食会

（亀代こ）４・５歳児お弁当の日、
３歳児親子歯磨き教室・給食試食会

（亀代こ）３歳児お弁当の日

すくすく「パクパク食育講話」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「秋の会①」

すくすく「後期離乳食試食会」

小　学　校

５年自然体験教室（～５日まで３校合同）

（亀小）学習参観・学級懇談会

（山小）学習参観日

（蓮小）祖父母参観日

（山小）チャレンジランニング

６年親善陸上大会（五十公野陸上競技場）

６年親善陸上大会予備日

聖籠中学校

聖中祭

聖中祭予備日

振替休業日

小学生陸上指導（蓮野小）

小学生陸上指導（山倉/亀代）

２学期中間テスト①

２学期中間テスト②

２年生職場体験①、
１年生ボランティア体験

２年生職場体験②

２年生職場体験③

スポーツイベント（スポネット）
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室
できる Days

第１１回せいろうグレープサッカー大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

走るの好きっ子教室、できる Days

第１５回聖籠ミックスダブルステニス大会

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン
町老連シニア卓球大会、ヨガ教室（昼の部）
ハワイアンフラダンス教室
フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days
第７回せいろうシニアサッカー大会、秋季混合バレーボール大会
第１５回聖籠ミックスダブルステニス大会（予備日）

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

秋の健康ウォーク

町民会館・図書館
週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

敬老の日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

週末体験くらぶ　　　　　　　大人の上映会

秋分の日　　　　　　　　　　　特別開館日

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

　

　

　　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０９Septem
ber 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(月)

２(火)

３(水)

４(木)

５(金)

６(土)

７(日)

８(月)

９(火)

１０(水)

１１(木)

１２(金)

１３(土)

１４(日)

１５(月)

１６(火)

１７(水)

１８(木)

１９(金)

２０(土)

２１(日)

２２(月)

２３(火)

２４(水)

２５(木)

２６(金)

２７(土)

２８(日)

２９(月)

３０(火)

３１(水)

こども園・すくすくサロン

測定日①相談日

すくすく「秋の会②」

運動会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

振替休日　　　　　　　　　　 測定日②

幼年ふれあい消防

（蓮野こ）お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮潟こ）お弁当の日

（蓮野こ）祖父母参観日・交通安全講話

（蓮潟こ）祖父母参観日・交通安全講話

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）未就園児親子交通安全教室

（蓮野こ）未就園児親子交通安全教室

（蓮潟こ）未就園児交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）お弁当の日

すくすく「中期離乳食試食会」

小　学　校

（蓮小・亀小）マラソン記録会

（蓮小・亀小）マラソン記録会予備日

町小学校音楽祭（４年生参加）

（山小）絵画展・学習発表会
（蓮小）ひびきの集い・作品展 （亀小）学習発表会

振替休業日

聖籠中学校

秋灯祭

新入生体験入学

スポーツイベント（スポネット）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

聖籠町バスケットボール連盟杯
ヒップホップダンス教室、できる Days

聖籠町バスケットボール連盟杯

聖籠町バスケットボール連盟杯

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室

聖籠町学童新人野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

できる Days

聖籠町学童新人野球大会（予備日）
第１０回協会杯争奪聖籠町親善フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

ジュニアソフトテニス

町民会館・図書館
休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

週末体験くらぶ

体育の日
聖籠町スポレク祭　　　　　　　　　休館日

休館日　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

町中防災訓練

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）、ブックスタートプラス

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ
1日子ども図書館員、秋の読書週間（～11/9まで）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１０October 2018



１(木)

２(金)

３(土)

４(日)

５(月)

６(火)

７(水)

８(木)

９(金)

１０(土)

１１(日)

１２(月)

１３(火)

１４(水)

１５(木)

１６(金)

１７(土)

１８(日)

１９(月)

２０(火)

２１(水)

２２(木)

２３(金)

２４(土)

２５(日)

２６(月)

２７(火)

２８(水)

２９(木)

３０(金)

こども園・すくすくサロン

（蓮野こ）園小合同避難訓練

測定日①相談日

遊ぼう会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

遊ぼう会振替休日

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）祖父母参観日・交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「後期離乳食試食会」

小　学　校

（山小）個別懇談（～８日まで）

（蓮小・亀小）個別懇談会①

（蓮小・亀小）個別懇談

（蓮小・亀小）個別懇談

（蓮小）個別懇談会

（亀小）児童会祭り

（山小）山倉感謝祭（児童会祭り）

聖籠中学校

２学期期末テスト①

２学期期末テスト②

スポーツイベント（スポネット）
山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

コアラカップ親善交流バレーボール大会

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

チャレンジカップ（バスケ）

チャレンジカップ（バスケ）、走るの好きっ子教室
できる Days、ヒップホップダンス教室

第１１回せいろう緑丸フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

町民会館・図書館

文化の日
文化祭（予定）　　　　　　　　　特別開館日

文化祭（予定）　　　　　　　　子ども上映会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

町音楽祭（予定）、週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

勤労感謝の日　　　　　　　　　　　休館日

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１１Novem
ber 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(水)

２(木)

３(金)

４(土)

５(日)

６(月)

７(火)

８(水)

９(木)

１０(金)

１１(土)

１２(日)

１３(月)

１４(火)

１５(水)

１６(木)

１７(金)

１８(土)

１９(日)

２０(月)

２１(火)

２２(水)

２３(木)

２４(金)

２５(土)

２６(日)

２７(月)

２８(火)

２９(水)

３０(木)

３１(金)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日①相談日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「完了期離乳食試食会」

小　学　校
（亀小）個別懇談予備日

２学期始業式

聖籠中学校

北信越大会（～１０日）

全中大会（～２５日）

２学期始業式

スポーツイベント（スポネット）
太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室、
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室

第４回聖籠スーパーカップ

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

夏期広域研修大会（ソフトテニス）
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

スポネットカップバレーボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
　

　おはなし木曜日

夏祭り　聖籠町観光協会２７－２１１１

夏祭り（花火）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

おはなし木曜日スペシャル

おしゃべりしましょう会　　　子ども上映会

山の日　　　　　　 特別開館日、紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

成人式

おはなし木曜日

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

おはなし木曜日、ブックスタートプラス

ブックスタート

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０８August 2018



１(日)

２(月)

３(火)

４(水)

５(木)

６(金)

７(土)

８(日)

９(月)

１０(火)

１１(水)

１２(木)

１３(金)

１４(土)

１５(日)

１６(月)

１７(火)

１８(水)

１９(木)

２０(金)

２１(土)

２２(日)

２３(月)

２４(火)

２５(水)

２６(木)

２７(金)

２８(土)

２９(日)

３０(月)

３１(火)

こども園・すくすくサロン

（亀代こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

（蓮潟こ）参観日・クラス懇談会
すくすく「七夕会」

（蓮野こ）参観日・クラス懇談会

七夕集会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

愛児会親子お楽しみ会
すくすく「おとうさんもおいでよ」

1学期終業式

すくすく「初期離乳食試食会」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

小　学　校

（蓮小）学習参観日

（山小）みんなの参観日・懇談会
（亀小）休日参観（１日）・引き渡し訓練

（山小・亀小）振替休業日

１学期終業式

（亀小）個別懇談

（亀小）個別懇談

（亀小）個別懇談

聖籠中学校

下越総体１日目

下越総体２日目

個別面談会①

個別面談会②

個別面談会③

個別面談会④

校内意見発表会

県総体１日目

県総体２日目

１学期終業式

スポーツイベント（スポネット）
聖籠町学童野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス、走るの好きっ子教室
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

町民ゴルフ大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

走るの好きっ子教室、できる Days、フリースポーツ

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

東新潟火力発電所杯夏季混合バレーボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

チビッ子甲子園サマーナイター、女子サッカー教室
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室、フリースポーツ

ヘルシー＆ビューティー教室

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

国際ユースサッカー（聖籠）予定
週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

国際ユースサッカー（聖籠）予定

海の日　
国際ユースサッカー（新潟）　　　　　休館日

休館日

　

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　おはなし木曜日

特別開館日、ブックスタート

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０７July 2018

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(土)

２(日)

３(月)

４(火)

５(水)

６(木)

７(金)

８(土)

９(日)

１０(月)

１１(火)

１２(水)

１３(木)

１４(金)

１５(土)

１６(日)

１７(月)

１８(火)

１９(水)

２０(木)

２１(金)

２２(土)

２３(日)

２４(月)

２５(火)

２６(水)

２７(木)

２８(金)

２９(土)

３０(日)

３１(月)

こども園・すくすくサロン
すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

（蓮潟こ・蓮野こ）参観日・クラス懇談会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮潟こ）３歳児発表会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「クリスマス会①」

クリスマス会
すくすく「クリスマス会②」

２学期終業式

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「中期離乳食試食会」

年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

小　学　校

２学期終業式

聖籠中学校

立会演説会、生徒会役員選挙

個別面談会①

個別面談会②

個別面談会③

個別面談会④、入学説明会

２学期終業式

スポーツイベント（スポネット）
新人バスケットボール大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

聖籠・新発田交流練習会（バウンドテニス）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

新人バスケットボール大会、フリースポーツ、
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

新人バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２０回中学校選抜バスケットボール聖籠大会

第２０回中学校選抜バスケットボール聖籠大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

町民会館・図書館
週末体験くらぶ、聖籠町親善剣道大会（準備）

聖籠町親善剣道大会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

ブックスタートプラス

ブックスタート

週末体験くらぶ

天皇誕生日　　　特別開館日、クリスマス会

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

１２Decem
ber 2018



１(火)

２(水)

３(木)

４(金)

５(土)

６(日)

７(月)

８(火)

９(水)

１０(木)

１１(金)

１２(土)

１３(日)

１４(月)

１５(火)

１６(水)

１７(木)

１８(金)

１９(土)

２０(日)

２１(月)

２２(火)

２３(水)

２４(木)

２５(金)

２６(土)

２７(日)

２８(月)

２９(火)

３０(水)

３１(木)

こども園・すくすくサロン
年末年始の為休み

年末年始の為休み

年末年始の為休み

3学期始業式　　　　　  測定日①相談日

（蓮潟こ・亀代こ）だんご木飾り

（蓮野こ）だんご木飾り

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮野こ）新入園児保護者会

（蓮潟こ）新入園児保護者会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）新入園児保護者会

（亀代こ）３歳児発表会

（蓮野こ）３歳児発表会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）豆まき

（蓮潟こ）４歳児発表会
すくすく「初期離乳食試食会」

小　学　校

３学期始業式

（山小）校内書き初め会
（蓮小）校内書き初め大会

（亀小）校内書き初め大会

（亀小）1日授業参観

（蓮小）１日フリー参観日

（蓮小）１日フリー参観振替休業日

（亀小）5・6年スキー教室

（山小）学習参観日

（亀小）5・6年スキー教室予備日

聖籠中学校

３学期始業式

３年生保護者会①

３年生保護者会②

３年生保護者会③

３年生標準学力検査（ＮＲＴ）

スポーツイベント（スポネット）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、走るの好きっ子教室

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

太極拳教室、亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２０回聖籠町親善フットサル大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

第２０回聖籠町親善フットサル大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
元旦 
休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

成人の日
お正月公民館まつり（予定）　　　　　休館日

休館日

　

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０１January 2019

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(金)

２(土)

３(日)

４(月)

５(火)

６(水)

７(木)

８(金)

９(土)

１０(日)

１１(月)

１２(火)

１３(水)

１４(木)

１５(金)

１６(土)

１７(日)

１８(月)

１９(火)

２０(水)

２１(木)

２２(金)

２３(土)

２４(日)

２５(月)

２６(火)

２７(水)

２８(木)

２９(金)

３０(土)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

お弁当の日　　　　　　 測定日①相談日

（蓮潟こ）５歳児親子交通安全・歯磨き教室

（亀代こ）５歳児親子交通安全・歯磨き教室
測定日②

（蓮潟こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

ふれあい参観日

振替休日

（亀代こ）４歳児親子交通安全・歯磨き教室

（蓮潟こ）３歳児親子交通安全教室

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）３歳児親子交通安全教室

（蓮野こ）3歳児親子交通安全・歯磨き教室

すくすく「中期離乳食試食会」

（蓮潟こ・亀代こ）園児引き渡し訓練

おとうさんもおいでよ

小　学　校

（山小）家庭訪問（～７日まで）

（亀小）６年修学旅行（東京 ～８日まで）

（山小）６年修学旅行（～１５日まで）

（蓮小）６年修学旅行（～２０日まで）

（亀小）クリーン作戦

（亀小）クリーン作戦予備日

聖籠中学校

二市北蒲原総体１日目

二市北蒲原総体２日目

１学期期末テスト１日目

１学期期末テスト２日目、芸術鑑賞会

下越陸上競技大会①

下越陸上競技大会②

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第２９回北信越ブロックバウンドテニス親善交流大会、
走るの好きっ子教室、できる Days

第２９回北信越ブロックバウンドテニス親善交流大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス、走るの好きっ子教室
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ライオンズ卓球大会、ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室
できる Days

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days
第１１回チェリーサッカー大会、せいろうオープンテニス大会
チビッ子甲子園春季大会

ヘルシー＆ビューティー教室

亀代あそび場教室、走るの好きっ子教室
ジュニアソフトテニス

山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

下越地区サッカー大会（予）、走るの好きっ子教室
できる Days、ヒップホップダンス教室

町民会館・図書館

週末体験くらぶ

町ポンプ操法大会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

さくらんぼの里民謡の祭典（予定）

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　ブックスタートプラス

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０６June 2018



１(火)

２(水)

３(木)

４(金)

５(土)

６(日)

７(月)

８(火)

９(水)

１０(木)

１１(金)

１２(土)

１３(日)

１４(月)

１５(火)

１６(水)

１７(木)

１８(金)

１９(土)

２０(日)

２１(月)

２２(火)

２３(水)

２４(木)

２５(金)

２６(土)

２７(日)

２８(月)

２９(火)

３０(水)

３１(木)

こども園・すくすくサロン

測定日①相談日

お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

（蓮潟こ）親子遠足

（蓮野こ）親子遠足

（亀代こ）親子遠足

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「後期離乳食試食会」

（蓮野こ）５歳親子交通安全・歯磨き教室

小　学　校

（山小）大峰山登山予備日

（山小）１・２・３年交通安全教室

（亀小）運動会

（亀小）運動会振替休業日

（山小・蓮小）運動会

（山小・蓮小）運動会予備日

（山小・蓮小）運動会振替休業日

聖籠中学校

小中あいさつ運動（～11日）

二市北蒲原陸上競技大会

スポーツイベント（スポネット）

下越北ブロック少年野球大会

下越北ブロック少年野球大会（予備日）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

宮川杯（バスケ）、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days

宮川杯（バスケ）

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

県北交歓中学生野球大会、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、できる Days、女子サッカー教室

県北交歓中学生野球大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
休館日

憲法記念日　　　　　　　　　　　　休館日

みどりの日　　　　　　　　　　　　休館日

こどもの日　　　　　　　　　　特別開館日

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ
紙しばい会、1日子ども図書館員

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

週末体験くらぶ

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）、ぐるんぱの部屋

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０５M
ay 2018

１(金)

２(土)

３(日)

４(月)

５(火)

６(水)

７(木)

８(金)

９(土)

１０(日)

１１(月)

１２(火)

１３(水)

１４(木)

１５(金)

１６(土)

１７(日)

１８(月)

１９(火)

２０(水)

２１(木)

２２(金)

２３(土)

２４(日)

２５(月)

２６(火)

２７(水)

２８(木)

こども園・すくすくサロン
（蓮潟こ・亀代こ）節分豆まき

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）4歳児発表会　  測定日①相談日

（蓮潟こ）５歳児発表会・新１年生入学説明会
（亀代こ）４・５歳児発表会

（蓮野こ）5歳児発表会・小学校入学説明会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（亀代こ）新入園児１日入園
　　　　新１年生体験入学・入学説明会

　　測定日②

（蓮潟こ）新入園児一日入園

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ）５歳児お茶会

（蓮野こ）新入園児1日入園

（蓮潟こ）５歳児お茶会

（亀代こ）５歳児お茶会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「ひなまつり会①」

すくすく「ひなまつり会②」

すくすく「中期離乳食試食会」

小　学　校

（山小）新１年生入学説明会

（蓮小）新１年生入学説明会

（蓮小）なわとび大会
（亀小）新1年生体験入学・入学説明会

（山小）新１年生体験入学

（亀小）学習参観・PTA役員選出・学年懇談会

（蓮小）学習参観日

（山小）学習参観日・懇談会

聖籠中学校

３学期期末テスト①

３学期期末テスト②

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

聖籠町スポーツ少年団退団式

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

第１７回ミニバスケットボールウィンターフェスティバル・イン SEIRO
ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

第１７回ミニバスケットボールウィンターフェスティバル・イン SEIRO

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

第２３回町民親善バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室
亀代あそび場教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、ジュニアバドミントン

町民会館・図書館
おしゃべりしましょう会

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

　休館日（蔵書点検）

休館日（蔵書点検）

週末体験くらぶ　　　　　休館日（蔵書点検）

休館日（蔵書点検）

建国記念の日　　　　　　休館日（蔵書点検）

　　　　　　　　　ぐるんぱの部屋

休館日

　

　

週末体験くらぶ　　　　　　　　紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）、ブックスタートプラス

　休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

　

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０２February 2019



１(金)

２(土)

３(日)

４(月)

５(火)

６(水)

７(木)

８(金)

９(土)

１０(日)

１１(月)

１２(火)

１３(水)

１４(木)

１５(金)

１６(土)

１７(日)

１８(月)

１９(火)

２０(水)

２１(木)

２２(金)

２３(土)

２４(日)

２５(月)

２６(火)

２７(水)

２８(木)

２９(金)

３０(土)

３１(日)

こども園・すくすくサロン

すくすく「おとうさんもおいでよ」

（蓮野こ・亀代こ）参観日・クラス懇談会

（蓮潟こ）参観日・クラス懇談会
測定日①相談日

ありがとう会

測定日②

すくすく「おとうさんもおいでよ」

すくすく「おめでとう会」

修了式

すくすく「おとうさんもおいでよ」

３学期終業式

すくすく「後期離乳食試食会」

新年度準備の為休み

新年度準備の為休み

新年度準備の為休み

小　学　校
（山小・亀小）6年生を送る会
（蓮小）卒業を祝う会

３学期終業式

卒業式

聖籠中学校

第１８回卒業式

２年生修学旅行（～８日）、公立一般入試

公立独自検査

公立高校合格発表

授業参観日、聖中の未来を語る会

振替休業日

３学期終業式

離任式

スポーツイベント（スポネット）
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

第２３回町民親善バスケットボール大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室、女子サッカー教室

せいろうインドアソフトテニス大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス
ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室
ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

ヒップホップダンス教室、走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
ジュニアソフトテニス

ヘルシー＆ビューティー教室

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

　移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

大人の上映会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

春分の日　　　　　　　　　　　　　休館日

ブックスタート

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　子ども上映会

　

　休館日（図書整理日）

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園　■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０３M
arch 2019

行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

１(日)

２(月)

３(火)

４(水)

５(木)

６(金)

７(土)

８(日)

９(月)

１０(火)

１１(水)

１２(木)

１３(金)

１４(土)

１５(日)

１６(月)

１７(火)

１８(水)

１９(木)

２０(金)

２１(土)

２２(日)

２３(月)

２４(火)

２５(水)

２６(木)

２７(金)

２８(土)

２９(日)

３０(月)

こども園・すくすくサロン

１学期始業式4・5歳児給食開始、
4歳児午睡開始　　　  すくすくオープン

入園式、保護者会、愛児会総会、クラス懇
談会

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日①相談日

お弁当の日

すくすく「おとうさんもおいでよ」

測定日②

すくすく「はじめましての会」

すくすく「おとうさんもおいでよ」

小　学　校

１学期始業式・新任式

入学式

（山小）下校指導

（山小）1年生を迎える会

６年全国学力学習状況調査

学習参観日・ＰＴＡ総会・学年懇談会

（蓮小・亀小）１年生を迎える会

（蓮小）家庭訪問（～５月１日まで）

（山小）大峰山登山

聖籠中学校

１学期始業式、入学式

全国学力学習状況調査（３年）

授業参観日、学校説明会、ＰＴＡ総会

振替休業日

標準学力検査（ＮＲＴ）①

標準学力検査（ＮＲＴ）②

スポーツイベント（スポネット）
野球人の祭典中学生大会

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室

聖籠町スポーツ少年団入団式
ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室
下越北ブロック学童野球大会聖籠町予選
ヒップホップダンス教室
下越北ブロック学童野球大会聖籠町予選（予備日）
春季混合バレーボール大会、観桜ウォーク

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

フリースポーツ、ヒップホップダンス教室  走るの好きっ子教室

ヘルシー＆ビューティー教室

太極拳教室、ピラティス教室、亀代あそび場教室
走るの好きっ子教室、ジュニアソフトテニス

ヨガ教室（夜の部）、山倉あそび場教室、ジュニアバドミントン

ヨガ教室（昼の部）、ハワイアンフラダンス教室

女子サッカー教室、ヒップホップダンス教室
走るの好きっ子教室

全日本少年軟式野球大会下越予選

全日本少年軟式野球大会下越予選（予備日）

町民会館・図書館

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　

　

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　ぐるんぱの部屋

　

おしゃべりしましょう会

紙しばい会

休館日　　　　　　　　　　　　　　休館日

　移動図書館車（亀小）

移動図書館車（蓮小）

移動図書館車（山小）

休館日       
 休館日、こどもの読書週間（～5/12まで）

　ぐるんぱの部屋

　

　ブックスタートプラス

休館日（図書整理日）、ブックスタート

週末体験くらぶ

昭和の日　　　　　　　　　　　特別開館日

振替休日　　　　　　　　　　　　　休館日

■蓮小→蓮野小学校　■山小→山倉小学校　■亀小→亀代小学校　■蓮野こ→蓮野こども園
■蓮潟こ→蓮潟こども園　■亀代こ→亀代こども園　■すくすく→子育て支援事業

０４April 2018



行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。

一緒にはじめませんか？

野 球

山小ストロングススポーツ少年団
代表／伊藤　義則

Tel．27－4836

蓮野スラッガーズスポーツ少年団
代表／吉川　和之

Tel．27－1020

亀代ベースボールクラブ
代表／山内　正樹

Tel．27－3083

柔 道
聖籠町柔道スポーツ少年団

代表／相馬　雅人
Tel．27－4629

サッカー
FC聖籠

代表／須貝　　透
Tel．090－8748－6221

バ レ ー
ボ ー ル

SVC
代表／鈴木　　亘

Tel．27－6409

バスケット
ボ ー ル

聖籠ブルーバーズ・ウイングス
代表／小林　正義

Tel．090－3041－8587

剣 道
聖籠町剣道クラブ

代表／宮下　純一
Tel．090－4915－9390

空 手
理心館

代表／野口　友春
Tel．090－7243－7408

バスケットボール（４）

サッカー・フットサル（７）

バレーボール（３）

ビーチボール（１）

ソフトバレー（１）

グラウンドゴルフ（３）

卓球（６）

テニス（２）

剣道（１）

エアロビクス（１）

ソフトテニス（２）

バウンドテニス（１）

バドミントン & ソフトバレー（１）

バドミントン（１）

野球（４）

踊 り

若扇会
代表／深井奈緒美

Tel．27－7786

郷扇会
代表／佐藤　恵子

Tel．27－7208

栄友会
代表／渡辺　瑞子

Tel．27－7533

楽踊会
代表／二ノ宮三智子

Tel．27－4162

美鈴会
代表／若槻　森江

Tel．27－7550

白百合会
代表／五十嵐美代子

Tel．27－4844

社 交
ダ ン ス

聖籠町社交ダンス倶楽部
代表／小林　芳子

Tel．27－5444

ダ ン ス
Ｄａｉｙａキッズ

代表／横山　恵美
Tel．090－5588－7119

バ レ エ
聖籠町バレエ教室

代表／加藤　美里
Tel．27－1358（小池）

三 味 線
聖籠町三味線教室

代表／渡辺　勇三
Tel．27－7679

詩 吟
詩吟教室

代表／塩原　光子
Tel．27－8023

大 正 琴
大正琴　野菊会

代表／高松　由江
Tel．27－5007

和 太 鼓
聖籠太鼓「響」（sato-oto）

事務局／簗瀬　　将
Tel．080－5254－0239

俳 句
聖籠俳壇

代表／天尾壮一郎
Tel．27－2948

短 歌
聖籠町短歌会

代表／小柳　正平
Tel．27－8371

生 け 花
小原流生け花サークル

代表／治田ケイ子
Tel．27－7695

お 茶

お抹茶友の会
代表／戸谷田美佐子

Tel．27－2077

煎茶雪友会
代表／澤田マサ子

Tel．27－5181

フ ラ ワ ー
アレンジメント

フラワーアレンジメントの会
代表／吉岡　博美

　Tel．090－4595－3728

刻 字
刻楽会（こくがかい）

代表／二宮ミヨシ
　Tel．080－2053－4258

陶 芸
聖籠町陶芸サークル

代表／藤間　　殖
Tel．27－8031

囲 碁
聖籠町囲碁倶楽部

代表／渡辺　幸明
Tel．27－7722

将 棋
聖籠町将棋同好会

代表／長山　　忍
Tel．27－8535

油 絵
炎の会

代表／吉井　敏子
Tel．27－4553

書 道
櫻亭会　

代表／髙松江利子
Tel．27－8438

絵 手 紙
優遊会

代表／冨樫　和子
Tel．27－4586

よさこい
ダ ン ス

Ｄａｉｙａ
代表／横山　恵美

Tel．090－5588－7119

写 真
フォート・せいろう

代表／藤間　　殖
Tel．27－8031

絵 画
アトリエ・ミントの会

事務局／長谷川利子
　Tel．080－1052－9000

絵・ 詩
音 楽

歌い手たちのアート展
代表／雙田　三典

Tel．090－2650－1387

コーラス
合 唱

コーラス聖籠の杜
代表／伊藤　敏子

Tel．27－4881

混声合唱ＫＡＮＯＮ（花音）
代表／橋本　洽子

Tel．27－3042

合唱団「虹」
代表／伊藤　敏子

Tel．27－4881

音 楽
ミディアム・スケール

代表／田中　雅義
Tel．27－4434

育 児
サークル

ぐーちょきぱー
代表／星野かおり

Tel．090－4665－9119

うさぎ・おひさまサークル
代表／肥田野しのぶ

　Tel．090－2631－8491

ニコニコサークル
代表／國兼　裕美
　Tel．27－2400

サンキララ
代表／中村　恵美

　Tel．080－6715－1408

ホ ー ム
ソーイング

ホームソーイングの会
代表／武田　桂子

Tel．27－4117

パ ッ チ
ワ ー ク

パッチワーク・サークル
代表／伊藤サチ子

Tel．27－4509

古 文 書
聖籠町古文書に親しむ会

代表／大野久美子
Tel．27－2895

韓 国 語
ハナ会

代表／坂上　ユミ
Tel．27－4904

社会教育施設利用登録団体 スポーツ少年団スポネットせいろう
（加入団体・サークル数）

スポネットせいろう・スポーツ少年団の活動場所、曜日、時間、連絡
先や、不明な点については、スポネットせいろう事務局（０２５４－２７
－１５１５) にお問い合わせください。

そのほかのお問い合わせ先／
聖籠町町民会館　（☎０２５４－２７－２１２１）



行事日程は、天候・会場などの都合により変更する場合があります。　　　　　　詳しくは、町民会館、各小中学校等にお問い合わせください。 　　

CALENDAR２０１８せいろうまち・学びカレンダー

④屋外テニスコート　　※問い合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　放　　日 開　放　時　間 申　　　請

砂入り人工芝
（ナイター完備） 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑤ NPO 法人　スポネットせいろう　　諏訪山１２８８番地　（聖籠野球場内）　☎２７－１５１５　FAX ２７－１５１４
営　　業　　日 営　業　時　間

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM８：３0 ～ PM５：３0

⑥聖籠野球場　　諏訪山１２８８番地　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　放　　日 開　放　時　間 申　　　請

ナイター・スコアボード完備
観客スタンド完備

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）
( ナイター使用は 4 月上旬頃～ 11 月下旬頃） AM9：00 ～ PM9：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑦次第浜野球場　　次第浜４１６４番地３１９　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

ナイター・スコアボードなし
観客スタンドなし 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM５：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

⑧蓮野小学校　☎２７－２５０８　　⑨山倉小学校　☎２７－２５０４　　⑩亀代小学校　☎２７－２０２９　　⑪聖籠中学校　☎２７－７０８０
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請
体　育　館 ［学校解放］

月曜日～土曜日の夜間　日曜日、祝日、土曜日の日中

平日 ＰＭ５：３０～ＰＭ９：３０ 使用日の５日前までに申請
※登録団体に定期開放
※その他の申請は、社会教育課
　及び各学校と協議グラウンド 日・祝日 AM9：00 ～ PM５：00

⑫結いハート聖籠　　諏訪山１５６０番地３　☎３２－５８１８　FAX ３２－５８１９
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

青少年交流センター
学習室、和室、民俗資料館 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0 使用日の３ヶ月前から５日前まで。

⑬亀代地区公民館　　次第浜５４３１番地　☎２７－３４４５　FAX ２７－３４４５
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

小ホール・和室・調理室 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0 使用日の３ヶ月前から５日前まで。

⑭亀代地区多目的屋内運動場 　　　　　  ⑮蓮野地区多目的屋内運動場 　　　　　 ⑯山倉地区多目的屋内運動場 
　網代浜１４７２番地２　☎２７－５０１９　　　　 蓮野１９４２番地　☎２７－２５１１　　　　　  山倉６５２番地９　☎２７－１７８６

設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

テニスコート１面
（ゲートボールコート2面）
フットサル等多目的スポーツに使用

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM９：３0

使用日の 4 週間前から、各多目
的窓口及び町民会館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

各地区多目的屋内運動場　こども開放
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間

小体育室・和室
毎週土曜日

ＡＭ９：００～ＰＭ１：００
運　動　場 ＡＭ１１：００～ＰＭ３：００

⑱蓮のギャラリー　　蓮野１９４３番地１２　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１
開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM５：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　

⑲いにしえ　　蓮潟２８４５番地１　※お問合わせ　聖籠町町民会館　☎２７－２１２１　
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

会合スペース・資料展示 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）
（ご利用・見学の際は町民会館にご連絡ください。） AM9：30 ～ PM４：00

使用日の 4 週間前から、町民会
館窓口で。

（聖籠町内勤務または在住者、
新発田市、胎内市在住者以外は
2 週間前から）　　

施設予約状況は聖籠町公共施設案内で確認できます。
http://www.seiro-shisetsu.jp

　※公民館・図書館関連施設は 12 月 28 日～ 1 月 3 日、体育館関連施設は 12 月 28 日～ 1 月 4 日が休館日となります。
　※行事等により使用できない場合もあります。詳しくは各施設にご確認ください。
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新潟東港
工業団地

●新潟県運転免許センター

●プラント 4聖籠

蓮野 I.C

聖籠 I.C

聖籠新発田 I.C

新発田 I.C

蓮野 I.C

●③藤寄体育館
⑧蓮野小学校●

⑱蓮のギャラリー●
⑮蓮野地区多目的●

屋内運動場　

聖籠 I.C

聖籠交番●

JAPANサッカー
　　 カレッジ●

瑞穂農園
　　●

●消防署

● 
⑫結いハート聖籠

●②図書館

　●町役場

JA北越後●

　　　●　　
⑥聖籠野球場
⑤NPO法人 スポネットせいろう

⑩亀代小学校●

⑲いにしえ
　　●

⑭亀代地区多目的屋内運動場●

●⑪聖籠中学校

⑰スポアイランド聖籠
　　● ●①町民会館

●④町民会館前テニスコート

●⑨山倉小学校

●保健福祉センター
⑯山倉地区多目的●
　　　屋内運動場

日本海
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至村上市

日本海東北自動車道
聖籠新発田 I.C

新発田 I.C

敬和学園大学●
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施設利用案内

①町民会館　　諏訪山１２８０番地　☎２７－２１２１　FAX ２７－７９７６　　HP　 http://www.kaikan.seirou.niigata.jp/　　
E-mail 　info@kaikan.seirou.niigata.jp

施　設　名 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

公民館・文化会館
体育館 月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：30

総合体育館は使用日の 4 週間前から使
用期日まで。

（聖籠町内勤務または在住者、新発田市、
胎内市在住者以外は 2 週間前から）
・公民館は仕様の３ヶ月から 5 日前ま
　で。
・文化会館は使用日の 6 ヶ月前から 10
日前まで。

ランニングコース体育館
（個人利用）

月曜日を除く毎日（月曜が祝日のときは翌日が休館日）　
　個人利用の場合は会場が開いている時 AM9：00 ～ PM9：30

随時、町民会館窓口で。
※個人利用の場合は、空き状況
　を電話でご確認ください。

体育館（一般開放） 火曜日・土曜日 AM5：30 ～ PM9：30 随時、町民会館窓口で。
（予約できません。）　

トレーニングルーム 月曜日をのぞく毎日（月曜祝日の時は翌日が休館日） AM9：00 ～ PM9：00
（日曜、祝日は PM5：00 まで）

随時トレーニングルームで受付
※新規の方は、ご連絡（予約）
　してからおいでください。

②聖籠町立図書館　　諏訪山１５６0 番地１　☎２７－６１６６　FAX ２７－６１６７　　HP　 http://www.lib-seiro.jp/　　E-mail 　 info@lib-seiro.jp
施　設　名 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

聖籠町立図書館

図書館休館日※のぞく毎日
※月曜日、毎月最終金曜日（7 月 27 日をのぞく）、年末年
　始（12 月 28 日から 1 月 3 日）、蔵書点検期間（2 月 4
　日～ 2 月 11 日）、国民の祝日 (4 月 29 日・5 月 5 日・8
　月 11 日・9 月 23 日・11 月 3 日・12 月 23 日を除く）

３月～１1 月
AM9：30 ～ PM7：00

（土・日曜は PM5：00 まで）
12 月～２月

AM9：30 ～ PM6：00
（土・日曜は PM5：00 まで）

直通☎２７－６１６６

③藤寄体育館　　藤寄３１８３番地　☎２７－８１３６
設　　　備 開　　　　放　　　　日 開　放　時　間 申　　　請

体　育　館 月曜日をのぞく毎日（月曜祝日の時は翌日が休館日）
AM9:00 ～ PM9:00

PM5:00 以降の利用は、
登録団体にのみ定期開放

使用日の 4 週間前から使用期日まで。
（聖籠町内勤務または在住者、新発田
市、胎内市在住者以外は2週間前から）


