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刺刺子育て情報コーナ子育て情報コーナーー刺刺

平成 年（ ） 月 日号（ ）

刺児童館 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

レクホールを開放します。体を動
かして遊びましょう。■内 ７日バド
ミントンなど、２１日はドッジボー
ル。■対 ４歳（未就学児は保護者同
伴）～１８歳未満。■申 当日自由参
加。■他 上履き持参。

レクホールで
あそぼう

７日、２１日臥
１３：００～１５：００

中央駅前
地域交流館
（緯○４６ ５１１１）

■対 ４歳～中学生（未就学児は保護
者と一緒に制作）。■定 ２０人。■申 当
日受付（先着順）。

あそびの
　ポケット

「べっこうあめ」
１４日臥

１４：００～１６：００

高齢者の人やお友達と一緒に交流
しましょう。■対 4歳～18歳未満
とその保護者（未就学児は保護者
同伴）。■申 当日自由参加。

みんなで
カラオケデー

１４日臥、２８日臥
９：００～１６：３０

■対 １歳６カ月～４歳までの子とそ
の保護者。■申 ３日峨１０：００から窓
口・電話で。　　　　　　　　　　

　ほっぺに　
チュッ！

「ひなまつり」
２５日我

１０：００～１１：３０

そうふけ
児童館
（緯○４5 ３８００）

おひなさま。■対 小学生。■申 当日自
由参加。
詳細は「こぎつね」を参照。　　

工作広場
１４日臥、１５日蚊
１０：００～１１：３０
１３：００～１５：００

友達とバトミントンや風船バレー
で遊ぼう。　■対 小学生～高校生。
■申 当日自由参加。　　　　　　

わんぱく
ランド

毎週木曜日
１５：００～１６：３０

今月は「からだをうごかそう！■対 
未就学児とその保護者。■申 当日自
由参加。

わんぱく
タイム

6日、13日、27日
いずれも金曜日
１０：００～１１：００子ども

ふれあい
センター
（緯○４２ ０１４４）

■対 子育て中の保護者。■定 16人。
■費 600円。■他 エプロン、三角きん、
マスク、ふきんを持参。■申 3日
峨・9：00から。※託児あり。

ママ講座
「雛祭り寿司」

20日画
10：00～13：30

「ためになるゴミのおはなしとお
ひなさま制作」■対 乳幼児と保護者
■定 おひなさま制作は２０人。■申 当
日受付。

フルーツ
ランド

２０日画
１１：００～１１：５０

いんば児童館
（緯碓80 3950）

「フォトフレーム作り」。■対 ４歳以
上の子と保護者、小学生。■定 ２０
人。■申 当日受付。

キラキラ
キッズ

１９日牙
１５：３０～１６：３０

刺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

みんなでハッピーバースデー！■対 2月生
まれの0歳～未就学児。■申 5日牙から
20日画までに電話・窓口で。

2月の誕生会
21日臥
11：00～

　　（10：15集合）
中央駅前地域
交流館
（子育てルーム）
（緯○４６ 5111）

■対 8カ月までの子とその保護者20組。
■申 3日峨・10：00から電話・窓口で。
詳しくは、おたより「たけのこ」参照。

ベビー
マッサージ

19日牙
10：00～11：30

テーマ「卒乳・断乳について」。■対 ３カ
月～１歳６カ月児とその保護者。■申 当
日受付。※そのほか質問も受けます。

バブバブ
 クラブ

10日、17日峨
１０：００～

小林子育て
支援センター
（緯碓80 8700）

お茶をいただきながら、ホッとタイム
を過ごしましょう。■対 利用されている
全保護者。■定 10組。■申 電話・窓口で。

ふれあい
お茶の会

13日画
10：00～11：00

保育園2歳児と一緒にリズムを楽しみ
ましょう！■対 就学前児とその保護者。
■申 電話・窓口で予約。当日受付も可。

リズム交流16日俄、24日峨
10：00～10：40

■内 おひなさま。■申 当日自由参加。　　　簡単クラフト１３日・２７日画
１０：００～１１：００

こぎつね
コンタの広場
（ふれあい文化
館内緯碓４５ ３８００）

■内 体をいっぱい動かそう。ブロック
マット・平均台・跳び箱・ボールなど。
■申 当日自由参加。　　　　　　　　　　

元気で遊ぼう毎週木曜日
１０：００～１１：３０

■内 親子で読み聞かせを楽しもう。手・
歌遊び・大型絵本・パネルシアターな
ど。■申 当日自由参加。　　　　　　　　

お話シアター
６日、１３日、２７日

の金曜日
１１：３０～１１：４５

今月は「新聞紙で遊ぼう」です。手遊
びは「おせんべいやけたかな」「やさい
のうた」、制作は｢お雛様｣です。

おいでよ！　
わくぽか広場

毎週水～金曜日
９：００～１４：００
 誕生会19日牙
１３：００～１３：２０ わくわく

ぽかぽか広場
（総合福祉
センター内
緯○４２ ０１４４）

■内 お別れ会。■対 臼0歳児親子、渦1歳
児親子、嘘2歳児親子、唄3歳児親子。
■申 臼18日我・11：00～、19日牙・
13：00～。渦4日我・11：00～、5
日牙・13：00～。嘘5日牙・11：00
～、6日画・13：00～。唄12日牙・
11：00～、13日画・13：00～。

臼Baby'sタイム
渦kid'sタイム
嘘Childタイム
唄げんきキッズ

臼3月11日我
渦3月   4日我
嘘3月   5日牙
唄3月12日牙

親子で遊べる場所やコーナー遊びがで
きる広場。■時 １０：００～１５：００。■対 未
就園児とその保護者。
詳しくは、おたより「ぽんぽこ通信」
を参照。

音楽で
ゴー・ゴー！

５日牙、６日画
  １１：４０～１１：５５　

マメタの
ぽんぽこ広場
（いんば児童館
緯○８０ ３９５０）

制作デー
（かわいい
　旗つくり）

１８日我、１９日牙
１０：００～１５：００

競技あそび
（玉入れ、大玉こ
ろがしなど）

１２日牙、２５日我
１１：４０～１１：５５

対象・持ち物 など事業名日時（祝・休日除く）施設名
バレンタインカードを作ろう。■対 ０
歳～就学前の子とその保護者。■申 自
由来館。期間内作れます。

シーズン
クラフト

３日峨～１４臥
９：３０～１５：３０

滝野子育て
（支援センター
緯○９７ １８２２）

噛講師…石渡美香氏　「リトミック」、
親子のふれあいタイム、看護師相談
など。■対 ０歳とその保護者。■定 １５組。
■申 3日峨・１０時から電話・窓口で。

ひよこママ
クラス

１９日牙
１０：３０～12：00

噛講師…安藤敬子氏。■対 ０歳とその
保護者。■定 １５組。■申 ４日我・１０時
から電話・窓口で。

ベビー
マッサージ

２６日牙
１０：００～１１：００

噛講師…森谷洋子氏。■費 500円。■対 
６カ月～未就学児親子13組。■申 3
日峨・9時から窓口のみ。

母親講座
「ネイルアート」

27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）

噛講師…赤松薫氏。■費 無料。■対 ０歳
児～未就学児親子。■申 自由参加。

音楽
セラピー♪
歌って
ラララン

18日我
　11：00～11：30　

　　　

リズム・測定・お話・絵本ガイ
ド・おもちゃ病院・ベビマ・お誕
生会・パパを楽しもう・ミニチェ
リー・プリン・エアロビ。

毎月の講座
11：00～11：30
※エアロビのみ

　10：30～12：00　

ひな祭り制作、歯科衛生士の歯科相
談など行います。■対 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）

劇「何をかこうかな」ほか…。みん
なで観劇を楽しもう。■申 当日自由参
加。

劇団
「かりんとう」
人形劇公演

１２日牙
１０：３０～１１：１５

(１０：１５～１０：２５
　　　　までに集合)

手作りの髪飾りを作ってみませんか。
■費 ２４０円。■対 ０歳～就学前児の保護
者。■定 １５人。■申 ２日俄から窓口・
電話で。

母親講座
「髪飾り作り」

２4日峨
１０：００～１１：３０

製作・リトミック、英語など親子で
楽しめる様々な活動を行っています。
詳細は「てんとうむしだより」をご
覧ください。

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） ■内 常勤の看護師による子育てや健康

の相談。
子育て相談
＆身体測定

専用のミニ園庭を自由に使えます。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

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 １３49）

しおんひろばの開催時間内に行われ
ます。親子制作・リトミックなど。
詳しくはひろばだよりを参照。

チャレンジ
クラブ

（予約制）
火、木曜日

10：10～10：30

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。園庭開放月～金曜日

11：00～12：00
身長・体重を測定できます。また、
手形、足形をとって記録ができます。
■申 自由参加。

すくすく測定9日俄～12日牙
9：00～11：15

山ゆり保育園
（ぴよぴよくら
ぶ緯○９８ ３７７３）

2月生まれのお友だちをお祝いしま
しょう。■対 ０歳児～未就学児とその
保護者。■申 自由参加。

お誕生会10日峨
11：00～11：30

おひな様とおだいり様を作って、可
愛いひな祭り飾りを作ってみません
か？■申 自由参加。

ひな祭り
制作週間

23日俄～3月2日俄
※25日我を除く
9：00～11：15

栄養士による講座と試食会。　　　　
詳しくはホームページを参照。
※24日は要予約。

栄養相談
3日、10日、
17日、24日
いずれも火曜日 
 １０：３０～１２：００

銀の鈴保育園
（かんがる～広
場・緯○４７ ７５６６） 園庭開放や、製作・リズム・お話な

どを行います。
詳しくはホームページを参照。

子育て教室

4日、18日、25日
の水曜日
5日、12日、19日、
26日の木曜日

10：00～

2日は昔あそび、6日はホップステッ
プ（0歳児）、9日は体育あそび、10
日はバブよち、13日はバレンタイン
カード作り、17日はお誕生会＆お楽
しみ会、23日はおいっちにー、24
日はダンボールあそび。

子育て支援

2日俄、6日画、
9日俄、10日峨、
13日画、17日峨、
23日俄、24日峨
１０：００～１１：３０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。
教えて

　ナースさん
3日峨、20日画
１０：００～10：３０

21日はパステルアートであそぼう。
■定 先着5組。27日はベビーマッサー
ジ。■定 先着10組。■費 300円。■他 バ
スタオル持参。

申込み制講座21日臥、27日画
10：00～11：30

刺公園で遊ぼう（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）
西の原保育園こあら
（緯碓４５ ０２９１）ふわふわ雲さん西の原公園１０日峨

滝野子育て支援センター
（緯碓９７ １８２２）

親子の
ふれあい遊び滝野子育て支援センター

１３日画
中央駅前地域交流館
（緯碓４６ ５１１１）

集まれ駅前
ひろば！
（親子ふれあい
遊び）

サザンプラザ（原山）
※駐車場はありません

小林子育て支援センター
（緯碓８０ ８７００）ひな祭り！

そうふけくれあい文化館
（草深）18日我

総合福祉センター（竹袋）25日我

日時（祝・休日除く）会　場
22日蚊・11：00～大森図書館（おはなし室）
28日臥・15：00～小林図書館（遊戯室）
7日臥、21日臥・15：00～
14日臥・28日臥　11：00～そうふけ図書館（おはなしのへや）

5日牙、19日牙、26日牙・15：30～小倉台図書館（おはなし室）

21日臥・10：30～本埜図書館（おはなしコーナー）
26日牙・11：40～印旛図書館（いんば児童館）

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。

※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。


