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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。

　日毎週火・木曜日

　　（23・25・30 日を除く）

　　 8：00 ～ 11：00

　▼身体測定

　　日２日（火）、４日（木）

　▼パネルシアターコンサート

　　「親子で歌って遊びましょう！」

　　日 11 日（木）　 定 10 組

　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

浩養幼稚園
申込 （94）0054

幼稚園開放

　日５日（金）９：30 ～ 11：00

　内七夕マジックショー

　対未就園児　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子

　申４日（木）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３日（水）、10 日（水）

　　内お魚さんのモビール製作

　　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 内

　　 ●若草児童館　

　　　４日（木）　

　　　七夕の笹飾り作り

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　８日（月）　

　　　わくわく体操

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　12 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５・12 日（金）、 ８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。

おもちゃ貸し出し

　日３日（水）

　　10：15 ～ 11：10

　内児童館の貸し出しおもちゃを 1 週

　　間、1人1点各家庭に貸し出します。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日５・12 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。）

わかくさ広場

～児童館で DOKIDOKI サマーナイト～

日 8 月３日（土）

　15：00 ～ 19：30

※必ず保護者の送迎をお願いしま

す。

内夏の思い出を作ろう、お化け屋敷、

　カレー作り、夏の工作

対 定小学生 40 人

費 600 円

持エプロン、三角巾、マスク、上履き、

　飲み物

申７月 19 日（金）まで

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 13 日（土）

　　●中高大学生 9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子 10：30 ～ 11：30　

　夏休み期間を利用して、市内福祉施設、保育園、ボランティアグループ

でボランティア体験をしてみませんか？

　日　内　場

　　①オリエンテーション（ボランティアの心構えなど）

　　７月 22 日（月）○北部コミュニティセンター　10：30 ～ 11：30　

　　　　　　　　　  ○市福祉センター　　　　　　13：30 ～ 14：30

　　②体験プログラム

　　７月 24 日（水）～８月 30 日（金）　9：00 ～ 17：00

　　（土・日曜日、８月 12 日（月・振休）～ 15 日（木）を除く）

　　※施設により日時が異なります。

　対市内在住、在勤、在学で中学生以上

　費無料

　申７月 19 日（金）までに電話で申し込むか、申込書（※）を直接持参　

　　またはＦＡＸで送信してください。

　　※窓口で配布のほか、市社会福祉協議会ホームページからもダウンロード可。

 夏のボランティア体験 

ボランティア体験してみませんか？

外出介助ボランティア講座

　加齢や病気などで、一人で外出することが困難な人の「散歩に行きたい」、

「買い物に行きたい」などのニーズを叶えるため、外出に付き添い、社会参

加を支援するボランティアを養成します。

　日　７月 19 日（金）

　　13：30 ～ 16：00　

　場市福祉センター

　内ボランティアの基礎知識、市内交通手段について、高齢者・障がい者

　　の外出支援方法、車いすの操作方法、歩行介助の実践

　対ボランティア活動に興味がある人、スキルアップを考えている人

　　（市内在住または在勤の人優先）

　定 15 人

　費無料

　申７月 17 日（水）までに次の方法で申し込んでください。

　　○電話　○ＦＡＸ

　　

申込 市ボランティアセンター（平日の 9：00 ～ 17：00） 　 （92）8221　FAX（92）2495　 富里市ボランティアセンター 検索

　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

　内水遊び

　持上履き、飲み物、帽子、着替え

　申 10 日（水）まで

じどうかん食堂　

　日 20 日（土）12：00 ～ 14：00

　内手作りミートソース、

　　夏野菜のサラダなど

　対 定子ども～大人　限定 50 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 27 日（土）

　　10：00 ～ 12：00

　内水遊び

　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

　　　可能

　持上履き、飲み物、帽子、タオル、

　　着替え

　申初めて参加する人は前日まで

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 18 日（木）

　　 10：15 ～ 11：45

　内水遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持飲み物、帽子、着替え、タオル

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日 29 日（月）

　　10：15 ～ 11：45

　対 未就園児

　持飲み物、帽子

ファミリーサポートセンター説明会
申込 （92）2452

子育ての援助を受けたい人と援助が出

来る人を募集しています。

日 10 日（水）

    10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド

広報とみさとの発行をＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコードを読み込むか、

「ＩＤ検索」で、@tomisato_city を検索し、

友だち追加ボタンを押してください。

スマートフォンなどで広報紙がすぐに読めます

問秘書広報課　 （93）1112

※ LINE は配信のみを行っています。メッセージを確認する

ことや、個別への返信はできませんので、ご了承ください。


