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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

■対 0歳～未就学児。■申 当日自由参加。
※詳細は、おたより『たけのこ』を参照。水遊び

4日峨、5日我、
6日牙

10：00～11：30中央駅前
地域交流館
（緯碓46 5111） バトミントンや一輪車、ドッチボール

で体を動かして遊ぼう。■他 上履きを持
参。■申 当日自由参加。

レクホール
で遊ぼう

1日臥、15日臥
13：00～15：00

多目的室でバドミントンや風船バレー
を楽しもう。
■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

そうふけ
児童館
（緯碓45 3800）

■対 臼1歳児親子渦2・3歳児親子嘘0歳
児親子。■内 臼渦運動会嘘メロンパンナ指
人形。■申 4日峨・9：00～電話または窓
口にて。※詳細は『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
嘘Baby's
　　　タイム

臼9月2日我
渦9月3日牙
嘘9月9日我

子どもふれあ
いセンター
（緯碓42 0144）

「サマーフェスタの山車を飾ろう」。み
なさんの作品で素敵に山車を飾ってね。
■対 乳幼児とその保護者。■申 当日窓口に
て。

フルーツ
ランド

7日画・14日画・
21日画

10：00～11：45
13：00～14：45いんば児童館

（緯碓80 3950） お店コーナーや踊り、山車とみこしタイ
ムで楽しみましょう。■対 臼乳幼児とその保
護者、渦小学生。■定 臼50人渦35人。■申 
5日我・9：00～窓口にて。

サマー
フェスタ

28日画
10：30～11：45

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 8月生まれの0歳～未就園児とその
保護者。■申 4日峨・10：00 から26日
我まで電話または窓口にて。

8月の誕生会
27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）

暑い夏、水遊びを思いっきり楽しみま
しょう。
■対 センター利用のすべてのお子さん。■申 
当日受け付け。

プール遊び
28日画まで
ほぼ毎日
9：30～小林子育て

支援センター
（緯碓80 8700） 8月生まれのお友だちをお祝いしよう。

■対 8月生まれのお友だち。■申 事前に電
話または窓口にて。

お誕生会24日俄
11：00～

親子で遊べる場所を提供。
簡単クラフト、7日画、19日我。
お話シアター、7日画、21日画。

簡単クラフト
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）

5日我～7日画は水遊び。
※詳細は、おたより『わくぽかだより』を
参照。

おいでよ外　
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
緯碓42 0144）

8月生まれのお友だちをみんなでお祝
いしよう。
■申 当日自由参加。

わくぽか
誕生会

6日牙
10：00～10：15

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。■他 水着または水遊び用お
むつ、帽子（日よけになるもの）、バスタ
オルを持参。※水遊びに参加するお子さ
んは、朝、体温を測ってきてください。■申 
当日自由参加。

ちょこっと
水遊び

5日我、12日我、19
日我、26日我

10：20～11：30マメタの
ぽんぽこ広場
（いんば児童館
緯碓80 3950） おさんぽいんザ

イ君を踊ろう

6日牙、13日牙、
20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 当日自由参加。

ぽっかぽか
タイム

火曜日～金曜日
11：00～11：20

滝野子育て
支援センター
（緯碓97 1822） ■対 0歳～未就学児とその保護者。■申 

当日自由参加。
※詳細は『ぽっかぽかだより』を参
照。

水あそび
5我・19日我
臼10：30～
渦11：00～

講師、小森幸恵氏。■対 6カ月～未就学
児とその保護者。■定 13組（保育付き）。
■費 500円。■申 1日臥・9時～窓口にて。

母親講座
「フラワーアレ
ンジメント」

28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、
水あそび、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まで

親子ふれあい遊びや体操、壁面制作、
今月は水遊びなどを行います。■対 俄
2歳～未就学児、我1歳児、画0歳
児。■申 当日自由参加。

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） 童謡や手遊び、体遊びを楽しもう。講

師、石渡美香氏。■対 19日我1歳6カ
月ごろまで、21日画1歳6カ月ごろ
～未就学児。■申 当日自由参加。

リトミック19日我・21日画
10：30～11：30

製作、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。
園庭開放日もあります。
※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

身長、体重が自由に計れます。
手足や足形をとってカードに記録できま
す。

すくすく測定
27日牙、28日画、

31日俄
9：00～11：00山ゆり保育園

（ぴよぴよくら
ぶ緯碓98 3773） 8月生まれのお友だちをお祝いしま

しょう。■対 0歳～未就学児とその保護
者。■申 当日自由参加。

お誕生会31日俄
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参照。栄養相談4日峨、25日峨

10：30～12：00銀の鈴保育園
（すずっこくら
ぶ緯碓47 7566）

園庭開放や制作・絵本や紙芝居の読み聞
かせなど。
※詳細はホームページ参照。

子育て支援
5日我、6日牙、
26日我、27日牙
10：00～12：00

3日ホップステップ。4日バブよち。
17日おいっち・にー。18日リズム
＆体育遊び。24日お誕生会。28日、
31日水遊び。

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） 7日、25日教えてナースさん。21日ベ

ビーマッサージ（バスタオル持参）。
■費 300円。■定 10組。

講座
7日画、21日画、

25日峨
　10：00～11：30

ペットボトルを使って水遊びやお風
呂で遊べるおもちゃを作りましょう。

作って
遊ぼう概

3日俄～7日画
10：00～11：00草深こじか保育

園（ちゅうりっ
ぷルーム
緯碓36 5161）

フェルトを使ってチューリップの名札を
作ります。ママの好みにアレンジOK。次
回から付けて来園してください。
※詳細は『ちゅーりっぷだより』参照。

名札作り24日俄～26日我
10：30～11：30

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

小林子育て支援センター（緯碓80 8700）夏祭り

そうふけ
ふれあい文化館２６日我

総合福祉センター

２７日牙

西の原保育園こあら（緯碓45 0291）風船遊び
パラバルーン4日峨

※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。8月の日程は下記のとおりです。

日時会場

9日蚊、23日蚊・11：00～大森図書館（おはなし室）

22日臥・15：00～小林図書館（遊戯室）

8日臥・22日臥・11：00～そうふけ図書館
（おはなしのへや）

6日牙、13日牙、20日牙、27日牙・15：30～小倉台図書館（おはなし室）

27日牙・11：40～印旛図書館（いんば児童館）

15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


