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子育て情報コーナ子育て情報コーナーー

【児童館】主な対象：18歳未満の子どもとその保護者

対象・持ち物 など事業名日時（祝・休日除く）施設名

親子のふれあい遊びと２月のカレン
ダー作り。対象：２～３歳とその保護
者。場所：サザンプラザ。詳しくはおた
より「たけのこ」参照。当日自由参加。

すこやか
　　キッズ

1６日牙
1０：３0～11：３0

中央駅前
児童館
（改修工事のた
め、問い合わ
せ・申し込みは
中央公民館ま
で）
緯碓42 -2911

すこやかキッズの活動内にお祝いし
ます。対象：０～就学前児とその保護
者。１日我１０：００～電話で申込開始。

２月生まれの
誕生日会

１６日牙
1０：３0～

多目的室を開放します。バドミント
ンをしよう外対象：小学生～高校生。
当日自由参加。

わんぱく
　　　ランド

２日牙・９日牙・
１６日牙・２３日牙
１５：00～1６：３０

そうふけ
児童館
（緯○４5 ３８００）

対象：１歳６カ月～３歳６カ月ま
での子とその保護者。先着２０組。
２日牙１０：００～電話または窓口で
受け付け。

ほっぺにチュッ！
「お雛様で遊ぼう」

２２日我
１０：00～１１：００

対象：就学前の子を持つ親。先着１５人。１４
日峨１０：００～電話または窓口で受け付け。
（託児有り先着１０人まで）材料費５００円

こぎつねコンタ
スペシャル
「スクラップ
　ブッキング」

３月９日画
１０：00～11：３０

テーマ：豆まきと壁面＆バレンタ
イン制作。対象：未就学児とその
保護者。当日自由参加。

わんぱくタイム毎週金曜日
1０：00～11：00子ども

ふれあい
センター
（緯○４２ ０１４４） 軽スポーツでふれあいを。対象：小

学生～１８歳未満の子と保護者、高
齢者。自由参加。

ファミリー
スポーツ広場

毎週土曜日
14：00～16：00

９日牙は「リズム遊び」。２３日牙は
「おひなさま制作」を開催。詳細は
「ぽんぽこ通信」参照。

フルーツランド９日牙・２３日牙
11：00～11：4０

いんば児童館
（緯碓80 3950）

「おひなさま制作」小学生、中学生、
当日受け付け。キラキラキッズ２１日峨・２２日我

1５：３0～1６：３0

【子育て支援センター】　主な対象：就学前の子どもとその保護者
対象・持ち物 など事業名日時（祝・休日除く）施設名

親子のふれあい遊びと３月のカレン
ダー作り。対象：０～１歳児とその保護
者。場所：サザンプラザ。当日自由参加。
詳細はおたより「たけのこ」参照。

にこにこ
　　ハッピー2日牙

10：30～11：30
中央駅前子育て
支援センター
（改修工事のため、
問い合わせ・申し
込みは中央公民
館まで）
緯碓42 2911

対象：臼０～１歳児とその保護者。
渦２～３歳児とその保護者。場所：
フレンドリープラザ。詳細はおたよ
り「たけのこ」参照。各回20組募集。
１日我１０時～申込開始。

佐々木優子先生
と親子でリズム
あそび

8日我
臼1０：00～10：50
渦1１：00～1１：50

対象：０～１歳児とその保護者。内容：やけどに
ついて、計測や手遊び、読み聞かせ。場所：フレ
ンドリープラザ詳細は、おたより「たけのこ」参
照。

ナースの
　　　ポケット

２８日峨
1０：30～1１ ：３0 

対象：３カ月～１歳６カ月児とその保護者。
テーマ「感染症胃腸炎・お家でケアー」。電
話・窓口で予約。当日受け付けも可。

バブバブ
　　クラブ

１日我・８日我・１５
日我・２２日我
10：00～11：00

小林子育て
支援センター
（緯碓80 8700）

対象：利用されている全保護者。「冬
の歌遊び」リズムの後に親子で楽し
みましょう。当日ご来所ください。

歌遊び９日牙・２１日峨
１１：００～

対象：就学児とその保護者。保育園２
歳児と一緒にリズムを楽しみましょ
う。電話・窓口で予約。当日受け付け可。

リズム交流
６日俄・１３日俄・
２０日俄・２９日我
10：００～１０：４0

親子で遊べる場所やコーナー遊びを
提供。広場は１０：００～１４：００まで
開催。各コーナー遊びは左記の時間
になります。
※ランチルームとして１２：００～
１２：５０まで児童館遊戯室を開放し
ます。

簡単クラフト毎週水曜日
１０：00～1１：0５

こぎつね
コンタの広場
（ふれあい文化
館内緯碓４５ ３８００）

元気に遊ぼう毎週木曜日
１０：00～1１：３0

手遊びや
うた遊び
お話シアター

毎週金曜日
１１：３0～1１：４５

小麦粉粘土で遊びましょう。制作は
ひなまつり制作です。今月の手遊び
は「豆まき」「ねこの子」です。ま
た、天気のよい日は中庭でランチを
どうぞ。

おいでよ！
わくぽか広場

毎週水～金曜日
9：00～14：00わくわく

ぽかぽか広場
（総合福祉
センター内
緯○４２ ０１４４） ２月生まれのお友達をお祝いしよう。

対象：０歳児～未就学児とその保護
者。当日自由参加。

誕生会１６日牙
13：００～13：２０

親子で遊べる場所やコーナー遊びが
できる広場。広場は１０：００～１５：
００まで開催。
２４日画は『音楽でゴー・ゴー！ス
ペシャル』を開催。詳しくは、おた
より「ぽんぽこ通信」を参照。

何になるかな？
「○△□でせいさく」

毎週水曜日
１０：00～1５：00マメタのぽん

ぽこ広場
（いんば児童館
緯○８０ ３９５０）

おはなしわーるど毎週木曜日
１０：４0～1１：５５

音楽で
　ゴー・ゴー！

毎週金曜日
１１：４0～１１：５５

保育士と体操や手遊びをしたり、絵
本やパネルシアターの読み聞かせ。
当日自由参加。

ぽっかぽか
　　　タイム

毎週火曜日～金曜日
11：００～１１：３0

滝野子育て
支援センター
緯○９７ １８２２

対象：１歳未満児とその保護者。ふ
れあい遊び絵本の紹介、看護師から
のワンポイントアドバイスも。

ママ友クラス１５日我
１０：３０～1１：３0

身長・体重測定ができます。赤ちゃ
ん用の身長・体重計もあります。大きくな～れ外１４日峨～１７日画

９：０0～1２ ：０0

対象・持ち物 など事業名日時（祝・休日除く）施設名
講師：森谷洋子氏。対象：未就学児とそ
の保護者。先着１7組（その内、保育は
14人）。参加費は５００円。（材料費）１
日我９：００より窓口にて受け付け。

母親講座
「ネイルアート」

２４日画
１０：30～

つどいの広場
（緯○４７ ７８８０）

「僕も私もお雛様外飾り」写真も入れて可
愛い雛飾りを作りましょう。対象：０～１
歳半位の親子先着１５組。１日我９：００～
窓口・電話で受け付け。

ミニチェリー
ランド
（要申し込み）

２１日峨
11：00～

「ちゅーぶガラガラ」つどいで人気
の赤ちゃんおもちゃを作りましょ
う。対象：０歳児親子先着１０組。１
日我９：００～窓口・電話で受け付け。

プリンランド
（要申し込み）

１０日画・２１日峨
１４：００～

親子ふれあい遊びや壁面制作、ひな
まつり制作などを行います。対象：俄
２歳～就学前児、我１歳児、画０歳児。

こあらっこ
　　　タイム

毎週月、水、金曜日
10：30～11：30

西の原保育園
こあら
（緯碓４５ ０２９１）

手作りのますで豆まきを楽しみま
しょう。対象：０歳児～就学前児とそ
の保護者。当日自由参加。

豆まき会３日画
1０：00～１１：００

図書館司書から絵本の読み聞かせ方を学びま
しょう。対象：臼２歳児～就学前児渦１歳児
嘘０歳児。当日自由参加。

読み聞かせ講座
臼１３日俄・渦１５日
我・嘘１７日画
10：30～11：３0

制作、リトミック、英語など親子
で楽しめる様々な活動。詳しくは
「てんとうむしだより」参照。

てんとうむし
で遊ぼう毎週火、水、木曜日

9：30～14：30原山保育園
（みんなのおへ
や緯碓４７ ６６33）

常勤の看護師による子育てや健康
の相談。最終水曜日は身体測定。

子育て相談＆
身体測定

大小2つの築山が魅力の「土の園
庭」を自由に使うことができます。園庭開放毎週火、水、木曜日

11：00～12：00

室内の広場を開放しています。親
子で自由に遊べるスペースです。

ＪｏｙＪｏｙ
クラブ

毎週月～金曜日
９：0０～１２：００
１３：００～１５：0０

しおん保育園
（しおんひろば
緯○４６ １３２９）

しおんひろばの開催時間内に行わ
れます。親子制作工作、ダンス・
ゲームなど。詳細は「しおんひろ
ば便り」を参照。自由参加。

チャレンジ
　　　クラブ

毎週火、金曜日
１０：２０～１０：５０

保護者の責任のもと、指定された
遊具や砂場で遊べます。園庭開放毎週月～金曜日

1１：０0～1２：０0
２月生まれの友だちをお祝いしよ
う。対象：未就学児まで。自由参加。誕生会１０日画

１1：０0～11：3０

山ゆり保育園
（ぴよぴよくら
ぶ緯○９８ ３７７３）

３月１6日画開催のお店屋さん
ごっこで使うおもちゃ制作します
のでご参加ください。

お店屋さん
ごっこおも
ちゃ作り

１３日俄～２４日画
（１７日画は除く）
９：００～１１：１５

ひなまつりに向けて制作コーナー
を設けます。お雛様とお内裏様の
衣装に着替えてお写真も撮れます。
参加自由。

ひなまつり
　　制作週間２７日俄～３月１日牙

※要予約。栄養士による講座と
試食会。詳しい内容はHP内の
子育て支援ページ参照。

栄養相談
７日峨・１４日峨・
２１日峨・２９日我
10：00～12：00

銀の鈴保育園
（かんがる～広場）
緯碓４７ 7566
HPからも予約が
できます。活動日
は14：00まで
お部屋を開放して
います

看護師による講座と健康相談、身
体測定。詳しい内容はHP内の
子育て支援ページ参照。

発育相談
すこやか講座

2日牙・9日牙・
１6日牙・２３日牙
９：４５～10：30

制作・リズム・お話など。各種イベント参加案
内がある月もあり。対象年齢などはHP内の子
育て支援ページ参照。※２９日我・13：00～親
子英語教室開催。電話予約のみ。

子育て支援
１日我・８日我・
１５日我・２２日我・

28日峨
9：45～10：30

【子育て相談】（祝日・休日を除く）
会場日時

中央駅前子育て支援センター緯碓42 2911毎週火～日曜日13：00～16：00

小林子育て支援センター緯碓８０ ８７００毎週月～土曜日13：00～16：00

西の原保育園こあら緯碓４５ ０２９１毎週月～金曜日13：00～15：00

草深ふれあい市民センター内・そうふけつどいの広場緯碓４７ ７８8０毎週火～土曜日  9：00～16：00

しおん保育園（しおんひろば）緯碓46 １３２９毎週月～金曜日10：00～15：00

滝野子育て支援センター　緯碓９７ １８２２毎週火～日曜日 13：00～16：00

山ゆり保育園（ぴよぴよクラブ）緯碓９８ 3773毎週月～金曜日  9：00～1１：３0

【公園で遊ぼう（支援センターから）】11：00～11：45※雨天時中止

担当センター内　容会　場日　時
（祝・休日除く）

中央駅前子育て支援センター
（改修工事のため問い合わせは中央
公民館まで緯碓４２ ２９１１）

集まれ外
駅前ひろば
（みんなで節
分外当日自由
参加）

イオンモール３階イオンホール３日画

小林子育て支援センター
（緯○８０ 8700）ひな祭り外

そうふけふれあい文化館１4日峨

総合福祉センター２８日峨

西の原保育園こあら
（緯碓４５ ０２９１）運動遊び西の原北街区公園7日峨

滝野子育て支援センター
（緯碓９７ 1822）

親子
ふれあい遊びたきのひかりのおか公園3日画

日時（祝・休日除く）会　場
２６日蚊・11：00～大森図書館（おはなし室）

２５日臥・15：00～小林図書館（遊戯室）

①２５日臥・1１：00～
②４日臥、１８日臥・1５：00～そうふけ図書館（おはなしのへや）

２日牙、1６日牙、２３牙
15：30～小倉台図書館（おはなし室）

１８日臥・1０：３0～本埜図書館（おはなしコーナー）

おはなし会
　図書館では定期的におはなし会を行っています。紙芝居や大きな絵本など、楽し
いおはなしをご用意してお待ちしています。　2月の日程は下記のとおりです。


