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お知らせ

平成２４年（２０１２）５月１日号（１４）

【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

対象：2歳～未就園児の子とその保護者。
親子でふれあい遊び。内容は、リズム遊
びやお話、簡単工作です。当日自由参加。

すこやか
　　　キッズ

24日牙
10：30～11：15

中央駅前
地域交流館
（緯○４６ ５１１１）
旧中央駅前児
童館

「母の日のプレゼント作り」対象：4歳～
中学生。（未就学児は保護者同伴）。先着
20人。当日自由参加。

あそびの
　　ポケット

12日臥
14：00～16：00

レくホールで体を動かして遊びま
しょう。対象：4歳～18歳とその保
護者（未就学児は保護者同伴）。上履
き持参。当日自由参加。

レくホールで
あそぼう

毎週土曜日
13：30～16：45

対象：1歳6カ月～４歳までの子とその
保護者（先着20組）。2日峨・10：00から
電話または窓口で受け付け。

ほっぺにチュッ！
「リズムあそび」

30日我
１０：00～11：００

そうふけ
児童館
（緯○４5 ３８００）

「チアダンスにレッツ、チャレンジ」対
象：小学生。（先着15人）。12日臥・10：00
から電話または窓口で受け付け。

SOUFUKE★
ダンスドリル
クラブ

6月2日臥・9日臥
１０：00～12：００

多目的室を開放。バドミントンを
しよう！対象：小学生～高校生。
当日自由参加。

わんぱく
　　　ランド

10日牙、１7日牙、
24日牙、31日牙

１５：00～１６：45
テーマ：バスタオル遊び。対象：
就学前の子とその保護者。バスタ
オル1枚持参。当日自由参加。

わんぱく
　　タイム

11日画、18日画、
25日画

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：市内

在住小学生以上～高齢者。自由参加。
ファミリー
スポーツ広場

１２日臥、19日臥、26日臥
14：00～16：00

制作「ママにプレゼント」。当日
自由参加。詳細は、ぽんぽこ通信
で。

フルーツ
　　　ランド

10日牙
11：00～11：40いんば児童館

（緯碓80 3950） 「紙粘土でマグネット作り」対象：
小・中学生。両日ともに先着15
人。当日受け付け。

キラキラ
　　　キッズ

19日臥
14：00～15：00

子育て情報コーナ子育て情報コーナーー
【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
対象：０歳～１歳児の子とその保護者。
親子でふれあいあそび。内容：リズム遊
びやお話、簡単工作。当日自由参加。

にこにこ
　　ハッピー

１0日牙
10：30～11：１５

中央駅前地域交
流館（子育て
ルーム）
（緯○４６ 5111）
旧中央駅前子育
て支援センター

カレンダー作りとお話を楽しみま
しょう。５月のカレンダーのテーマ
は、かわいい小鳥です。時間内にい
つでもどうぞ。

今日は何の日
おはなしなあ
に？

30日我・31日牙
９：３0～1１：３0

対象：8カ月くらいまでの子とその保
護者。定員２５組。8日峨・１０：００から
電話・窓口で受け付け。

ママデビュー講座
ベビー
　マッサージ

17日牙
1０：０0～１１ ：４５

対象：３カ月～１歳６カ月児とその
保護者。テーマ「赤ちゃんのうんち
（便秘や下痢など）」。電話・窓口で予
約。当日窓口にて受け付け可。

バブバブ
　　クラブ

9日我・１6日我・
23日我

10：00～11：00

小林子育て
支援センター
（緯碓80 8700）

対象：就学前児とその保護者。保育園
2歳児と一緒に交流を楽しみましょ
う！電話・窓口で予約。当日受け付け
も可。

①お散歩交流
②リズム交流

①14日俄・21日俄・
30日我
②28日俄

10：00～１０：４５

対象：全利用者。お茶をいただきなが
ら、ホッとタイムを過ごしましょ
う！定員10組。電話・窓口で予約。当
日受け付けも可。

ふれあい
　　お茶の会

18日画
10：００～11：00

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。当日自由参加。※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
（マットや平均台
トンネルなど）

毎週木曜日
10：00～11：30

手遊びやうた
遊びお話シア
ターなど

毎週金曜日
11：30～11：45

ボールであそびましょう。壁面制作は
こいのぼり制作です。今月の手遊びは
「パンダ・うさぎ・コアラ」、「ずっとあ
いこ」です。

おいでよ！
わくぽか広場

毎週水曜日～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）

5月生まれのお友だちをお祝いしま
しょう。対象：0歳児～未就学児と
その保護者。当日自由参加。

誕生会17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。
２5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。

ブックマークを作っ
てプレゼントに

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
れあい遊びや絵本の紹介、看護師か
らのワンポイントアドバイスも。

ママ友クラス１6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
　なーれ！

8日峨～11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：松本千恵子氏。対象：未就学児
とその保護者。定員17組。保育は先
着14人。材料費500円。2日我・９：
００から窓口で受け付け。

母親講座
「野菜料理に挑
戦パート1」

２5日画
１0：30～１２：００

つどいの広場
（そうふけ
ふれあいの里
内・緯○４７ ７８８０）

①親子のふれあい遊び。対象：1歳半ま
での親子。先着15組。
②クラフト小物入れ。対象：0歳児の親
子。先着5組。2日我・9：00から電話・
窓口まで。詳しくは集いの広場まで。

①ミニチェリー
　ランド
②プリンランド

①22日峨
②29日峨

ともに11：00～

①お話・リズム・すくすく測定・歌って
ラララ、絵本ガイド（自由参加）。
②ベビーマッサージ・エアロビ・お誕生
日会・パパを楽しもう（要申し込み）。

講座毎月1回
11：00～11:30

親子ふれあい遊びや運動遊び、手作り
おもちゃ制作など行います。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）

会場：保育園ホール。対象：０歳児
～就学前児とその保護者。室内
シューズ・水筒・ヨガマット（また
はバスタオル）持参。当日自由参加。

親子講座
「エアロビ」

２2日峨
1０：15～11：15

5月生まれの友だちをお祝いしよ
う。対象：０歳児～就学前児とその
保護者。当日自由参加。

お誕生会１7日牙
10：30～11：３0

制作、リトミック、英語など親子
で楽しめるさまざまな活動。詳し
くは「てんとうむしだより」参照。

てんとうむし
で遊ぼう毎週月～金曜日

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。自由参加。詳しくは
「しおんひろばだより」参照。

チャレンジ
　　　クラブ

毎週火、金曜日
①１０：10～
②１０：3０～

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
7月からプール・水遊びが始まりま
す。ぎょう虫検査を受けたお子さん
のみプール遊びができます。検査代
一人150円。

ぎょう虫検査
用紙配布期間

１1日画まで検査用紙
配布。10日牙～17
日牙検査期間
9：０0～11：30

山ゆり保育園
（ぴよぴよくら
ぶ緯○９８ ３７７３）

5月生まれの友だちをお祝いしよ
う。対象：０歳児～未就学児とその
保護者。自由参加。

誕生会18日画
11：00～11：30

虫歯予防の日にちなんで制作コー
ナーを設けます。お子さんと一緒に
制作してみませんか。自由参加。

虫歯予防制作
週間２8日俄～6月1日画

※要予約。栄養士による講座と試食
会。詳しい内容はホームページ内の
子育て支援のページで毎月ご案内し
ています。

栄養相談
8日峨・１5日峨・２2日

峨・29日峨
1０：00～1２：00銀の鈴保育園

（かんがる～広
場・緯○４７ ７５６６）
※ホームページ
からも予約可。
活動のある日は、
１４：００まで部屋
を開放。

看護師による講座と健康相談、身体
測定。詳しい内容はホームページ内
の子育て支援のページで毎月ご案内
しています。

発育相談
すこやか講座

１0日牙・１7日牙・２4日
牙・31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。詳しい内容は
ホームページ内の子育て支援のページ
で毎月ご案内しています。※今月の「親
子英語教室」は30日我です。

子育て支援
9日我・１6日我・２3日

我・30日我
９：４５～1０：３0

制作（指人形、マラカスなど）、わらべう
た、小麦粉粘土、体を動かした遊びなど
を行います。12日臥はパパと新聞遊び、
15日峨は5月生まれの誕生会、22日峨
はミニ運動会を予定しています。

子育て支援
1日峨・7日俄・１2日臥・
１4日俄・１5日峨・２2日峨・
２5日画・28日俄・29日峨

牧の原宝保育園
（さくら広場・
緯○４９ ４０１１）。

看護師による講座と健康相談を行い
ます。発育相談１1日画・２1日俄

親子のリラックス効果やスキンシップは
もちろんのこと。肌の刺激により脳の発達
を促します。先着10組。予約はさくら広場
まで。バスタオル持参。一人300円。

ベビー
マッサージ

18日画
1０：30～

【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）
中央駅前地域交流館
（緯○４６ 5111）
旧中央駅前子育て支援セン
ター

集まれ！駅前
ひろば（親子
ふれあい遊
び）

大塚前公園18日画

イオンモール３階イオンホール25日画

小林子育て支援センター
（緯○８０ 8700）

リズム遊び
季節の歌遊び

草深公園22日峨
木下はなみずき公園29日峨

西の原保育園こあら
（緯○４５ 0291）集団遊び西の原北街区公園8日峨

滝野子育て支援センター
（緯○97 1822）

親子ふれあい
遊びたきのひかりのおか公園24日牙

日時（祝・休日除く）会　場
13日蚊、27日蚊・11：00～大森図書館（おはなし室）
２6日臥・15：00～小林図書館（遊戯室）

①１2日臥、26日臥・1１：00～
②19日臥・1５：00～そうふけ図書館（おはなしのへや）

10日牙、17日牙、24日牙、31日牙
15：30～小倉台図書館（おはなし室）

19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。
　４月の日程は下記のとおりです。

　子ども発達センターでは、成長や発達に心配のあるお子さんの相談・
療育を行っています。お気軽にご相談ください。
胸利用時間…俄～画・8：30～17：15。
胸会場…保健福祉センター（高花）。
■問 子ども発達センター・緯碓40 6551）。
※事業の申込みについては、本人または家族に限ります。※各施設で子育てに関する相談も受け付けています。

子ども発達センター


