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刺児童館など　主な対象：18歳未満の子どもとその保護者
内容・対象など事業名日時（祝・休日除く）施設名

レクホールを開放します。バドミント
ン、ドッヂボールなど。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

6日臥、20日臥
13：00～15：00

中央駅前
地域交流館
（緯碓46 5111） 紙飛行機を作って、レクホールで飛ば

して遊ぼう外■対 小学生・中学生。■定 先着
20人。■申 当日受け付け。

あそびの
ポケット
「よく飛ぶ
紙飛行機」

13日臥
14：00～

■対 首の据わった3カ月～8カ月の子と
その保護者。■定 先着20組。■申 5日
画・10：00～電話または窓口にて。

ベビー講座
朽ベビー
マッサージ求

25日牙
10：00～11：30

そうふけ
児童館
（緯碓45 3800） ■対 未就学児の保護者。■定 先着16組（託

児有り）。■費 1，000円（実施日に徴収）。
■申 3日我・10：00～窓口にて。

リフレッシュ
講座

朽ラップ
ブレスレット求

30日峨
10：00～11：30

「指人形作り」。■対 0歳児とその保護者。
■申 要予約。電話または窓口にて。
※予約日は『わくわくだより』参照。

 Baby’s
タイム

7月8日我
10：00～11：00

子どもふれあ
いセンター
（緯碓42 0144） 「縁日ごっこ」。■対 臼1歳児・渦2歳児・

3歳児とその保護者。■申 要予約。電話ま
たは窓口にて。
※予約日は『わくわくだより』参照。

臼Kid’sタイ
ム、渦Child
タイム、げんき
キッズ

　  臼7月1日我
　  渦7月2日牙
　 10：00～11：00

「親子で元気に梅雨を過ごそう」。運動
あそびやかえるぴょんの制作。■対 乳幼
児とその保護者。■定 先着12組。■申 当
日窓口にて。

フルーツ
ランド

19日画
11：00～11：45

いんば児童館
（緯碓80 3950）

「おしゃれランチョンマット作り」。■対 4
歳以上の子とその保護者、小学生。■定 先
着16人。■申 当日15：20～窓口にて。

キラキラ
キッズ

18日牙
15：40～16：20

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
内容・対象など事業名日時（祝・休日除く）施設名

■対 6月生まれの0歳～未就園児とその
保護者。■申 3日我・10：00 から24日
我まで電話または窓口にて。

6月の誕生会
25日牙
11：00～

※10：15までに集合中央駅前地域
交流館
（子育てルーム
緯碓46 5111） ■対 首の据わった3カ月～8カ月児とそ

の保護者。■定 先着20組。■申 3日我・
10：00 から電話または窓口にて。

ベビー
マッサージ

18日牙
10：00～11：30

テーマ「ハイハイ・お座り・アンヨに
ついて」。■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

2日峨、9日峨、
16日峨、23日峨
10：00～小林子育て

支援センター
（緯碓80 8700） お茶を飲みながら、ホッとタイムを過

ごそう。■対 センター利用の全保護者。■定 
先着10組。■申 電話または窓口にて。

ふれあい
お茶の会

12日画
10：00～11：00

親子で遊べる場所を提供。簡単クラフ
ト、3日我、24日我。元気に遊ぼう、毎
週木曜日。お話シアター、5日画、12日画、
26日画。

簡単クラフト
元気に遊ぼう
お話シアター

毎週水～金曜日
9：00～14：00こぎつね

コンタの広場
（ふれあい文化
館内緯碓45 3800） 絵の具遊び。■対 未就学児とその保護者。

■定 先着20組。■申 2日峨・10：00 から
電話または窓口にて。

ほっぺに
チュッ外

19日画
10：00～11：00

フォトフレーム、3日我～12日画。七夕
制作、17日我～26日画。

おいでよ外　
わくぽか広場

毎週水～金曜日
9：00～14：00
誕生会11日牙わくわく

ぽかぽか広場
（総合福祉
センター内
緯碓42 0144） 絵の具遊び。■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

毎週金曜日
10：00～11：00

親子で遊べる場所やコーナー遊びがで
きる広場。広場は毎週水～金曜日10：
00～15：00まで開催。■対 未就学児と
その保護者。■申 当日自由参加。

制作デー外
「カレンダー
作り」

3日我、10日我、
11日牙、24日我
10：00～12：00
13：00～15：00マメタの

ぽんぽこ広場
（いんば児童館
緯碓80 3950） おはなし

わーるど
4日牙、12日画、

18日牙
11：40～11：55

内容・対象など事業名日時（祝・休日除く）施設名

リズム遊びやお話シアターなど。■対 0歳
～未就学児とその保護者。■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
（緯碓97 1822） 講師、佐々木優子氏。■対 1歳～2歳の

子とその保護者。■定 15組。■申 2日
峨・10：00から電話または窓口にて。

親子で
リズムあそび

24日我
10：30～11：30

講師、坂本典子氏。■対 6カ月～未就学
児とその保護者。■定 13組（保育付き）。
■申 2日峨・9時～窓口にて。

母親講座
「カラーコー
ディネート」

26日画
10：30～12：00そうふけつど

いの広場
（草深ふれあい
市民センター
内緯碓47 7880）

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

毎月の講座

11：00～11：30
（エアロビのみ
10：30～12：00）
※日程はつどいの広場へ。

6月生まれのお友達をみんなでお祝
いしましょう。お誕生児にはカード
のプレゼント有り。■対 0歳～未就学
児とその保護者。■申 当日自由参加。

お誕生会18日牙
10：30～11：30

西の原保育園
こあら
（緯碓45 0291） 話題のおひるねアート。成長を思い

出に残しませんか。■対 0歳～1歳の
子とその保護者。■定 先着10組。■申 1
日俄から電話または窓口にて。

おひるね
アート

19日画
10：30～11：30

制作、ふれあい遊び、英語など親子で楽
しめるさまざまな活動を行っています。
園庭解放日もあります。
※詳細は汲てんとうむしだより泣参照。

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。

子育て相談　
＆身体測定

しおんひろば開館10：00～15：00。
親子制作・リトミック遊びなどのイベン
ト。■申 自由参加。※詳細はホームペー
ジ、『しおんひろばだより』参照。

チャレンジ
クラブ

毎週月～金曜日
10：00～11：30

しおん保育園
（しおんひろば
緯碓46 1349） 臼保護者の責任のもと、指定された

遊具や砂場で遊べます。渦室内また
は園庭でランチを食べられます。

  臼園庭開放
  渦ランチ
     タイム

毎週月～金曜日
臼11：00～12：00
渦12：00～13：00

時の記念日に向けて、子どもと一緒に
「ぱんだバック時計」を作れます。■申 自
由参加。

時の記念日
制作週間

1日俄～5日画
9：00～11：15

山ゆり保育園
（ぴよぴよくら
ぶ緯碓98 3773） 紙粘土を使って、親子でプレゼントを

作って、父の日に渡しませんか？■申 自
由参加。

父の日
制作週間

15日俄～19日画
9：00～11：15

栄養士による講座と試食会。
※詳細はホームページ参照。栄養相談

2日峨、9日峨、
23日峨、30日峨
10：30～12：00銀の鈴保育園

（すずっこくら
ぶ緯碓47 7566）

制作・リズム・お話など。
※詳細はホームページ参照。子育て支援

3日我、4日牙、
10日我、11日牙、
24日我、25日牙
10：00～12：00

2日バブよち。5・15日シャボン玉。
8日ふうせん。9日体育遊び。19日
おいっちに。22日ホップステップス。
29日お誕生会。30日どろ水遊び。

子育て支援
月曜日・火曜日・金曜

日
※日程は右記参照。
10：00～11：30牧の原宝保育園

（さくら広場
緯碓49 4011） 12日・26日教えてナースさん。16日ベ

ビーマッサージ。バスタオル持参。■定 
10組。■費 300円。23日ベビーダンス。
抱っこひも持参。■定 10組。■費 300円。

講座
12日画、16日峨、
23日峨、26日画

　10：00～11：30

1日・2日名札作り。18日・19日すくす
く測定。25日ほっこりタイム。■定 ２組。
29日誕生日会11：30～。■申 25日・29日
は要予約。

おいで外
おいで外

ちゅうりっぷ
ルーム

毎週月～金曜日
　8：30～12：00、
13：00～14：30草深こじか保育

園（ちゅうりっ
ぷルーム緯碓36 
5161） 七夕に飾る短冊作りをします。笹の葉付

きでお持ち帰りできます。
※詳細は『ちゅうりっぷだより』、ホーム
ページ参照。

七夕制作
短冊作り

8日俄～12日画
10：00～12：00

刺公園で遊ぼう（支援センターから）11：00～11：45

担当センター内容会場日時

中央駅前地域交流館（緯碓46 5111）親子ふれあい遊び浦幡新田公園19日画

小林子育て支援センター（緯碓80 8700）
リズム遊び：梅雨草深公園3日我

リズム遊び：七夕木下はなみずき公園24日我

西の原保育園こあら（緯碓45 0291）ピクニック西の原公園2日峨

滝野子育て支援センター（緯碓97 1822）親子ふれあい遊び本埜公民館12日画

※雨天中止。祝・休日除く。事業の申込みは、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、
楽しいおはなしを用意してお待ちしています。6月の日程は下記のとおりです。

日時会場

14日蚊、28日蚊・11：00～大森図書館（おはなし室）

27日臥・15：00～小林図書館（遊戯室）
6日臥、20日臥・15：00～、
13日臥、27日臥・11：00～そうふけ図書館（おはなしのへや）

4日牙、11日牙、18日牙、25日牙・
15：30～小倉台図書館（おはなし室）

25日牙・11：40～印旛図書館（いんば児童館）

20日臥・10：30～本埜図書館（おはなしコーナー）

刺子育て情報コーナー刺


