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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

■内 18日ドッヂボール。レクホールを
開放します。体を動かして遊びましょ
う。■対 小学生～１８歳未満。■他 上履き
持参。■申 当日自由参加。

レクホールで
あそぼう

18日臥
13：00～15：00中央駅前

地域交流館
（緯○４６ 5111） 高齢者の方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

11日、25日臥
9：00～16：30

■対 平成２４年４月２日～平成２５年４月
１日生の子とその保護者。■定 ４０組。
■申 １５日我・午前９時～窓口のみ（先
着順）。※詳細は「こぎつね」参照。　

フルーツ
パフェクラブ
（全９回）

5月13日我
10：00～11：00
11：00～12：00

そうふけ
児童館
（緯○４5 3800）

■対 平成２５年４月２日～平成２６年４月
１日生の子とその保護者。■定 ４０組。
■申 １７日画・午前９時～窓口のみ（先
着順）。※詳細は「こぎつね」参照。　

キャンディー
クラブ

（全９回）

5月20日我
10：00～11：00
11：00～12：00

■内 カレンダー・時間割表。■対 小学生
（当日自由参加）。
※詳細は「こぎつね」参照。　　　　

工作広場
１１日臥・１２日蚊
１０：００～１１：３０
１３：００～１５：００

■内 出席カード作り。■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

24日画
１０：００～１１：００

子どもふれあ
いセンター
（緯○４２ 0144）

■対 平成24年4月2日～平成25年4
月1日生まれの子とその保護者(2歳
児親子)。■申 16日牙・9：00～17：
00まで電話または窓口で。

Childタイム5月14日牙

■対 平成23年4月2日～平成24年4
月1日生まれの子とその保護者(3歳
児親子)。■申 23日牙・9：00～17：
00まで電話または窓口で。

げんきキッズ5月21日牙

「リズムと手遊び、こいのぼり制作」
■対 乳幼児と保護者。■定 親子25組。■申 
当日窓口にて（先着順）。

フルーツ
ランド

10日画
11：00～11：45

いんば児童館
（緯碓80 3950） 「おしゃれペンスタンド作り」■対 4歳

以上の子と保護者、小学生。■定 16人
■申 当日午後2時40分から窓口にて
（先着順）。

キラキラ
キッズ

23日牙
15：00～16：00

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

■対 4月生まれの0歳～未就園児とその
保護者。■申 7日峨・10:00 から28日峨
まで電話または窓口で受け付け。

4月の誕生会
30日牙
11：00～
※10時15分
までに集合

中央駅前地域
交流館
（子育てルーム）
（緯○４６ 5111）

テーマ「赤ちゃんのスキンケア」。■対 3
カ月～1歳6カ月児とその保護者。■申 
当日受け付け。

バブバブ
クラブ

7日峨、14日峨、
21日峨
10：00～

小林子育て
支援センター
（緯碓80 8700）

4月生まれのお友達をお祝いしよう。
■対 4月生まれのお友達。■申 電話または
窓口で予約。

お誕生会23日牙
11：00～

支援センターってどんな所？■対 全利用
者。■申 当日自由参加。ガイダンスデー

1日我～3日画、
6日俄
9：00～

■内 こいのぼり。■申 当日自由参加。　簡単クラフト22日我、24日画

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
16日牙、23日牙、

30日牙
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
10日画、17日画、

24日画
11：30～11：45

今月は「親子ふれあい遊び」です。手
遊びは「ちょちちょちあわわ」「ピク
ニック」。こいのぼり制作15、16、17、
22、23、24日。

おいでよ！　
わくぽか広場

毎週水～金曜日
　9：00～14：00  　
　誕生会16日牙

わくわく
ぽかぽか広場
（総合福祉
センター内
緯○４２ 0144）

■対 平成26年4月2日～平成27年4月
1日生まれの子とその保護者(0歳児親
子)。■申 22日我・9：00～17：00ま
で電話または窓口で。

Baby's
タイム5月20日我

■対 平成25年4月2日～平成26年4月
1日生まれの子とその保護者(1歳児親
子)。■申 15日我・9：00～17：00ま
で電話または窓口で。

Kid's
タイム5月13日我

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。■対 未就学児とその保護者。制
作デーでは、児童館内のお誕生表にマ
イバースデーカードを飾ります。おは
なしわーるどは、かわいいひよこちゃ
んのパネルシアターを上演。ママ講座
デーは、17日画「ストレッチピラティ
ス」、24日画「ベビーゆるりカフェ」。

制作デー！
（お誕生表を
飾ろう）

1日我、3日画、8日
我、15日我、22日我
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

2日牙、9日牙、
16日牙、23日牙
11：40～11：55

ママ講座デー17日、24日画
10：00～11：55

対象・持ち物 など事業名日時（祝・休日除く）施設名
リズム遊びや手遊び、お話シアター
など。■対 0歳～就学前の子とその保
護者。■申 自由来館。
※主催事業日は除きます。

ぽっかぽか
タイム

火～金曜日
　11：00～11：20

滝野子育て
支援センター
緯○９７ １８２２） ■対 0歳の子とその保護者。■定 15組。

■他 バスタオル、水分補給の飲み物。
オムツなど持参。■申 2日牙・10：00
から電話または窓口で受け付け。

ベビー
マッサージ

16日牙
10：00～11：00

「病院に行くかどうか迷った時～病院
のかかり方」。噛講師…久山登氏。■費 
無料。■定 30組（保育無し）。■申 1日
我・9時～窓口にて（先着順）。

小児科医久山登
先生を囲んで

15日我
13：30～15：00

つどいの広場
（そうふけ
ふれあいの里
内・緯○４７ ７８８０）

「身体にやさしい野菜料理」。噛講
師…松本千恵子氏。■費 500円。■対 6
カ月～未就学児親子。■定 13組（保育
付き）。■申 1日我・9時から窓口のみ。

母親講座24日画
10：30～12：00

「子育てを通して自分らしく」。■対 
6カ月～未就学児親子■定 3組（保
育付き）。■申 1日我・9時から窓口
のみ。

ＮＰ講座
（ノーバディー
ズパーフェク
トプログラム）

５月～１０月（全８回）
10：00～12：00

親子ふれあい遊び、壁面制作、絵本
読み聞かせなど行います。■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）

こいのぼりを作ってみんなで子ども
の日を楽しみましょう。■対 0歳～就
学前児とその保護者。■申 当日自由参
加。

子どもの日
集会

２８日峨
１０：３０～１１：３０

4月生まれのお友達をおみんなで祝
いしましょう。楽しいアトラクショ
ンもあります。■対 0歳～就学前児と
その保護者。■申 当日自由参加。

誕生会16日牙
10：30～11：30

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
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）

■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

専用のミニ園庭をご自由にお使いい
ただけます。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。ラン
チも出来ます（弁当持参）。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
10：00～15：00

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。
※詳細はひろばだよりを参照。

チャレンジ
クラブ

毎週火、木曜日
10：00～11：00

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

4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21日峨
11：00～11：30

山ゆり保育園
（ぴよぴよくら
ぶ緯○９８ ３７７３）

お子さんと一緒にこいのぼり制作が
できます。■申 自由参加。

こどもの日
制作週間

22日我～28日峨
※土日を除く
9：00～11：15

おはなしタイムに、歌ったり、お話
を聞いたり、こどもの日をお祝いし
ましょう。■申 自由参加。

こどもの日
の会

30日牙
11：00～11：30

栄養士による講座と試食会。　　　　
※詳細はホームページを参照。栄養相談

7日、14日、
　21日、28日峨
 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。
※詳細はホームページを参照。

子育て教室
8日、15日、22日我、

9日、16日、
23日、30日牙
 10：00～

6日昔あそび。7日園庭あそび。13
日バブよち。14日おいっちにー。17
日ホップステップス。20日お誕生日
会。24日ウオークラリー。28日園
庭あそび。

子育て支援

6日俄、7日峨、
13日俄、14日峨、
17日画、20日俄、
24日画、28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
10日画、21日峨

　10：00～11：30

■定 10組。■費 300円。■他 ベビーマッ
サージはバスタオル持参。■申 事前に
左記まで（先着順）。

申込み制講座27日俄
　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）ふれあい遊び西の原公園7日峨

小林子育て支援センター
（緯碓８０ 8700）

リズム遊び　
端午の節句

草深公園15日我

木下はなみずき公園22日我

滝野子育て支援センター
（緯碓９７ 1822）

親子の
ふれあい遊び滝野公園23日牙

※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。

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。

刺刺子育て情報コーナ子育て情報コーナーー刺刺

日　時会　場
12日蚊、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）
4日臥、18日臥・15：00～、
11日臥、25日臥・11：00～そうふけ図書館（おはなしのへや）

2日牙、9日牙、16日牙、23日牙、30日牙
・15：30～小倉台図書館（おはなし室）

30日牙・11：40～印旛図書館（いんば児童館）
18日臥・10：30～本埜図書館（おはなしコーナー）


