
葉山こども園・園庭開放

　日　内

　　10日（月）10：15 ～ 11：15

　　10：00　葉山キッズ・ランドに集合

　　11：00 ～　園児との交流

　対未就園児　　持飲み物、帽子

育児講座「ベビーマッサージ」

　日 19日（水）14：00～14：40

　対６か月前後の子ども　

　定 10組　申 5日（水）9：00～

移動支援（現地集合）

　日 21日（金）10：00 ～ 11：30

　 場北部コミュニティセンター２階

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放・園庭開放

0歳児・妊婦 木曜日14：15～15：45

0～3歳児

火・水・金曜日
14：15～15：45

土曜日13：00～15：00

0～5歳児
火～土曜日

9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定

　　日 25日（火）～28日（金）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時　申個別相談希望は前日まで

ママタイム「プチ栄養セミナー＆ストレッチ」

　日 5日（水）10：00 ～ 11：00

　対就学前の子どもがいる保護者

　定 15人（定員になり次第締切）

　持タオル、飲み物、動きやすい服装

　申前日まで　他託児あり

親子お話し会

　日 12日（水）11：00 ～ 11：30

　対 0～ 5歳児

おおきくなったね

　日 28日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内 9月生まれのお子さんの誕生日を

　　みんなでお祝いします。9月で6

　　か月を迎えるお子さんも歓迎します。

こひつじ保育園
申込 (93)1048

子育て交流の場　「さろんバンビ」

　日 1日（土）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児15組　

　申当日の９：00まで

　持上履き、飲み物、帽子

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 12・26日（水）9：30～11：00

　対 定未就園児15組

　申前日まで　持上履き、飲み物、帽子

子育て相談（匿名可）

●来園相談（予約制）

　日水曜日13：00～15：00

●電話相談「テレフォンバンビ」

　日月～金曜日13：00 ～ 15：00

　 ®0120（765）767

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢2組

　申希望日の１週間前まで

スポーツ

市ダブルステニス大会
申込 市体育協会テニス専門部　平野

090（9363）0307

E h i ranokykk@yahoo .co . jp

日 10月 28日（日）8：45 集合

　予備日　11 月 4 日（日）、11 日（日）

場市営テニスコート

内ダブルス

　（男女組み合わせ自由、ハンディなどあり）

対中学生以上で、市内在住または在勤

定 16組程度　費 1人 1,200 円

申 10月15日（月）まで

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て9月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

9月分の学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

日 9月 10日（月）

※9月7日（金）までに入金確認をお

願いします。

児童扶養手当
子育て支援課　 （93）4497

児童扶養手当は、父または母と生計を

同じくしていないひとり親家庭などの

生活の安定と自立を助け、児童福祉の

増進を図ることを目的に支給される手

当です。

手当の認定を受けている人は、現況届

に必要書類を添えて提出する必要があ

ります。まだ提出していない人は、8

月分以降の手当が受給できなくなりま

すので、至急提出してください。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳児・
妊婦

水曜日14：00～15：30
（19日を除く）

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（1・11・12・15・21・29日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（4・11・21日を除く）

双子または
三つ子

12日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 12日（水）～15日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

親子お話し会

　 ● 0 歳児

　　日  5 日（水）15：00 ～ 15：30

　 ● 0～ 5歳児

　　日 20日（木）11：00 ～ 11：30

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 5・19・26日（水）

　　9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日 11・25日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児15組

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 18日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児15組　

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

子育て相談「キッズテレフォン」（匿名可）

　日月～金曜日10：00 ～ 15：00

　 ®0120（733）525

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日火・木曜日（11日を除く）

　　8：00 ～ 11：00

　　20日（木）「ビーズのブレスレット

　　作り」、定員5組、13日（木）まで

　　に要申込み

　対 定未就園児・妊婦10組

　申前日まで

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　▼身体測定

　日 4日（火）、6日（木）のみ実施

日吉台幼稚園
申込 (93)4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 4日（火）10：00 ～ 11：30

　内運動会遊び、入園説明会（11：30

　　～12：00）も開催します。

　対 定未就園児20 組　

　持上履き、飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

未就園児園庭開放

　日 13日（木）10：00 ～ 11：30

　対未就園児　持上履き、飲み物、帽子

　
若草児童館
申込 （93）8226

赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　日 12・19・26日（水）

　　※ 26日は「お月見だんご作り」要予約

　対およそ生後3か月～2歳

みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　日 7・14・21日（金）、10日（月）

　対およそ生後3か月～2歳

ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

若草児童館 木曜日

北部コミュニティセンター 10日（月）

日吉台第7公園
（雨天中止）

7・14・21日(金）

対未就学児

【ミルキー共通】

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間1人500 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日金曜日16：00 ～ 17：00

　対小学生　申前日まで

　費年間保険料1人500 円

　　（初回無料。別途材料費がかかる

　　ことがあります。）

6

じどうかん食堂「手作りオムライス」

　日 15日（土）12：00 ～ 14：00

　対 定子ども～大人　限定30食

　費中学生まで無料

　　その他1人200円

「サタデーベース」児童館開放

　日 22・29日（土）

　　※29日はボッチャ体験ができます。

　　10：00～12：00

　対 0歳～未就学児、小学生～高校生

　　小学生以上は子どもだけで参加可

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

わかくさ広場「ハロウィンパーティ」

ハロウィンの工作をしたり、仮装をし

てみんなで楽しい時間を過ごそう！　

　日 10月 6日（土）

　　10：00 ～ 12：00　

　対　定小学生20人

　費 1人 500 円

　持仮装して来館ください。

　申 9月 28日（金）まで

イベント

第66回印旛郡市理科作品展
成田小学校　伊橋　 （22）1334

日 9月 15日（土）9：00 ～ 16：00

　入場は15：30 まで

場印旛教育会館大ホール

　＜成田市寺台246-4 ＞

なかよし動物
フェスティバル2018
県動物愛護センター　 （93）5711

日 9月 23日（日・祝）

　10：00 ～ 14：00

場イオンモール千葉ニュータウン

　コスモス広場　

　＜印西市中央北3-2 ＞

内各種イベント、犬とのふれあい、動

　物愛護紙芝居、動物相談、獣医師体

　験、チーバくんと写真撮影　など

第26回（公社）日本3B体操協会
千葉県支部大会2018
本間　 090（4962）6644

3種類の用具を使って、音楽に合わせ

て行う健康体操です。

どなたでも参加できます。観覧だけで

も大丈夫です。

日 9月 30日（日）10：30 ～ 12：30

場社会体育館アリーナ

持上履き、飲み物、タオル

他後援　千葉県、県教育委員会

　　　　富里市、市教育委員会

仲　間　募　集

母乳育児サークル
佐藤　  (92)8004

出産や育児で気になることをママ同士

おしゃべりしませんか？ミルク育児中

の方の参加もお待ちしています。

日 9月 3日（月）、12月3日（月）

　 9：30 ～ 11：30

対妊婦、母親と子ども

場北部コミュニティセンター


