
育児講座「親子一緒に３B 体操」

　日 26 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 定 2 歳～未就学児と保護者 15 組

　申 9 日（月）9：00 ～

　　電話、または直接申し込み

移動支援（現地集合）

　日 20 日（金）

　　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　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

葉山こども園との交流

　日３日（火）　※雨天時は４日（水）

　　10：00　葉山キッズ・ランド集合

　　10：15 ～ 11：00　園児との交流

　対 未就園児

　持飲み物、帽子　

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 24 日（火）～ 27 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

移動支援（現地集合）

　日 ６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

ママタイム「ＤＩＹメモスタンド作り」

　日 12 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 おおむね 0 歳児を持つ保護者

　定 15 人　申 3 日（火）9：00 ～

親子お話し会

　日 18 日（水）11：00 ～ 11：30

　対 0 ～５歳児

おおきくなったね

　日 27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。

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 10・24 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 17 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

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 11・25 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

給食試食会

（子育てひろば「バンビ」の後）

　日 25 日（水）11：00 ～

　定 5 組　

　費子ども1人100円、保護者１人200円

　申 18 日（水）まで

　他アレルギー対応していません。

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。

　日毎週火・木曜日　 8：00 ～ 11：00

　▼身体測定

　　日３日（火）、５日（木）

　▼看護講座

　　「子どもの事故を防ごう！まず

　　は原因を知る事から」

　　日 19 日（木）10：00 ～

　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 10 月２日（水）10：00 ～ 11：00

　内ミニ運動会、お話ででこ～い

　対未就園児　費 100 円（保険代）

　持上履き、飲み物、帽子

　申 27 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 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

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 11・18・25 日（水）

　　内手遊び、読み聞かせ

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日 内

　　 ●若草児童館　

　　　５・12・19・26 日（木）　

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　９日（月）　

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　６・13・20・27 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９日（月）、 ６・13・20・27 日（金）

　　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 11・18・25 日（水）

　　10：15 ～ 11：30

　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。

じどうかん食堂　

　日 21 日（土）12：00 ～ 14：00

　内栗ごはん、とん汁

　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

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 14 日（土）

　　●中高大学生　9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子  10：15 ～ 12：00

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 200 円、会員外 300 円

　内おだんごを作って食べよう！

　持上履き、飲み物、帽子、着替え、

　　エプロン、バンダナ、マスク

　申 12 日（木）まで

「サタデーベース」児童館開放

　日 28 日（土）

10：00 ～ 12：00

　内ボードゲーム

　対● 0 歳～未就学児

　　●小学生～高校生

　　　中学生以上は子どものみでの参加可能

　持上履き、飲み物

　申初めて参加する人は前日まで

ツイッターはじめました

　　　　

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 12 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会①、積木遊び

　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 26 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会②　対 未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

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 11 日（水）10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド

【事例１】

　「新商品の宣伝と粗品プレゼント！」の投げ込みチラシを見て友人と会

場に行った。日用品や食料品が安かったので、次々と購入した。最後に「血

圧が下がる磁気マットレスが半額」と言われ、その場の熱気にのまれ買っ

てしまった。高額なうえ本当に効くか疑問だ。

【事例２】

　知人に誘われて「宣伝を聞くと無料で商品がもらえる」という会場に

出かけた。何度か通ううちに、販売員から１対１の勧誘を受けるように

なった。２ヶ月の間にムートンや磁気治療器、仏具、下着などを次々に

しつこく勧められ、断り切れず契約した。

　総額で１００万円くらいの契約と思っていたが、実際は５００万円以

上にもなり、手元のお金では足りず、生命保険を解約して支払った。

 雰囲気に流されて高額商品を購入

はい、こちら

消費生活センターです！

　消費生活センターに寄せられる相談事例を紹介します。

●アドバイス
・高齢者を集めて日用品や食料品などをタダ同然で販売したり配ったりして、

雰囲気を盛り上げて高額な商品を売りつける、催眠商法（ＳＦ商法）です。

病気が治ると言って高額な健康関連商品などを買わせるトラブルが発生して

います。その場の雰囲気に流されず、きっぱり断ることが大切です。

・無料の日用品などにつられて安易に会場に近づかないことが第一です。長

期的に会場に通うなかで築かれた販売員との関係や会場の雰囲気によって、

勧誘を断りにくくなります。

・催眠商法は訪問販売を利用した手口であり、クーリング・オフができます。

法定の契約書面を受け取ってから８日以内であるなどの場合は、クーリング・

オフを行うことが出来ます。

・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。　　　　

問相談先　消費生活センター　 （93）5348　

日平日（祝日、年末年始を除く）9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

場市役所分庁舎２階

他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、トラブ

　ルを未然に防止するための講座などを開催しています。

消 費 生 活
相談コラム
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