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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 5 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。

４・５月分の学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

4 月分は事務処理の都合上、5 月分と

同時振替になります。

日 5 月 10 日（金）

※前日までに入金確認をお願いします。

場葉山キッズ・ランド
特別支援教育就学奨励制度
学校教育課　 (93)7658

市では、小・中学校の特別支援学級な

どに就学する児童・生徒の保護者の経

済的な負担軽減のため、学用品費や学

校給食費などの一部を援助しています。

手続きに必要な書類など、詳細は問い

合わせてください。

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

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（8・11・17・18・21日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（14・17・28日を除く）

双子または
三つ子

8日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 7 日（火）～ 11 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 15 日（水）15：10 ～ 15：30

● 0 ～ 5 歳児

　日 16 日（木）11：10 ～ 11：30

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター２階和室

　日 17 日（金）10：00 ～ 11：30

　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

●富里市消防署見学

　日 21 日（火）10：00 ～ 11：00

　　荒天時はセンター室開放

　内消防車両見学や放水見学

　対 0 ～ 5 歳児

　持飲み物、帽子、タオル

　申 7 日（火）9：00 ～

　他消防署内に駐車場はありますが、

　　台数に限りがあります。なるべく

　　徒歩または自転車でおいでください。

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 22・29 日（水）

　　9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

育児講座「離乳食の進め方」

　日 28 日（火）14：00 ～ 15：00

　定 10 組

　申 8 日（水）9：00 ～

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 21 日（火）～ 24 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

みんなで探検隊「天神谷津でピクニック！」 

　日 15 日（水）10：00 現地集合

　　※時間途中の参加はできません。

　　集合時間までに受付を済ませてく

　　ださい。

　　※荒天時はセンター室開放に変

　　更します。

　対おおむね 2 歳以上の子ども

　定 10 組

　持動きやすい服装

　申 5 月 7日（火）9：00 ～

親子お話し会

　日 22 日（水）11：00 ～ 11：30

　対 0 ～ 5 歳児

ママタイム「アロマで作る虫除けスプレー」

　日 23 日（木）10：00 ～ 11：00

　対就学前の子どもの保護者

　　※託児あり。当日のお子様の様

　　子でご利用ください。

　定８人

　申５月７日（火）　9：00 ～

おおきくなったね

　日 31日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内 5 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。5 月で

　　６か月を迎えるお子さんも歓迎。

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

子育てサークル「おやこの森」

　日 14・28 日（火）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

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 21 日（火） 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

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 8・22 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（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日　13：00 ～ 15：00

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。

　日第 3 週目以降の火・木曜日

　　 8：00 ～ 11：00

  　 28 日（火）はポニーと遊ぼう

      対２歳頃～　 定 5 組

　▼身体測定　日 14日（火）、16日（木）

　対 定未就園児、妊婦10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

富里幼稚園
申込 （93）2387

コアラクラブ

　日 13 日（月）9：30 ～ 11：00

　内幼稚園で遊ぼう

　対　定 3 歳以上の未就園児 15 組

　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申 7 日（火）～ 9 日（木）の 9：30

　　～ 16：00

浩養幼稚園
申込 （94）0054

幼稚園開放

　日 22 日（水）10：00 ～ 11：00

　内園庭開放、お話でてこ～い

　対未就園児　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申 17 日（金）まで

　　日 23 日（火）、25 日（木）に実施
若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 1,000 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

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 8・15・22 日（水）

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　　内手遊び、読み聞かせ

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日

　　 ●若草児童館　

　　　9・16・23 日（木）

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　13・20 日（月）

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　10・24 日（金）

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日 10・24 日（金）、 13・20 日（月）

　　対未就学児

　　内おもちゃや絵本などで自由に

　　　遊べます。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日 10・24・31 日（金） 16：00 ～ 17：00

　対小学生　申前日まで

　費年間保険料 1 人 500 円

　　（初回のみ無料、2 回目以降から

　   年間保険料がかかります。別途　

　   材料費がかかることがあります。）

乳幼児の親子と中高大学生の皆さんの

出会い・ふれあい・交流の広場

　日 11 日（土）

　　●中高大学生 9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子 10：15 ～ 11：30　

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　内広場で遊ぼう！

　持上履き、飲み物、帽子

　申 10 日（金）まで

児童館まつり やんちゃフェスタ

児童館内や広場を使っておもしろい企

画が盛りだくさん！

　日 18 日（土）11：30 ～ 14：30

　内有料…工作コーナー、食品販売、

　　古着市、ロゼット販売、缶バッチ

　　おみくじ

　　無料…ゲームコーナー、ドローン体験

　他若草児童館駐車場（無料）をご利

　　用ください。

ほっかほかクラブ
「手作りおもちゃを作ろう」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755

日 27 日（月）10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター２階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

ファミリーサポートセンター説明会
申込 （92）2452

子育て支援センターのコミュニティタ

イムを利用して説明会を行います。活

動の様子なども展示します。

日 15 日（水）10:00 ～ 11:00

場葉山キッズ・ランド（多目的室）

仲　間　募　集

おやこ de ヨガ“はぴねす”
石川　 090(7278)3406

子連れで参加OK　ママのヨガ

日第 2・4 火曜日

　10：00 ～ 11：00

　無料体験実施日　5 月 28 日（火）

　　　　　　　　　6 月 25 日（火）

場中央公民館

対未就園児と母親、母親だけの参加可

費入会金なし

　月会費　親子で 1,500 円

　　　　　兄弟姉妹は無料

育児支援講座
“ラクティナクラブ”

母乳育児サークル　佐藤

（92）8004

病院の賢い受診の仕方・

赤ちゃんの事故防止・予防接種

日 5 月 30 日（木）9：30 ～ 11：30

場北部コミュニティセンター

講戸石悟司さん

　（成田赤十字病院新生児科第一部長）

対妊婦、子育て中のママなど、その他

　育児に興味がある人や最新の育児情

　報が知りたい人など


