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5 広報とみさと　2015.3.1
子育て

●子育て支援センター

　 （93）２８００

●若草児童館

　 （93）８２２６

●富里保育園

　 （93）０１５５

●こひつじ保育園

　 （93）１０４８

●青空保育園

　 （91）６１５１

●ファミリーサポートセンター

　 （92）２４５２

ダイヤルガイド

子育て支援センター

問・申込先　子育て支援センター

■センター室開放

対　象 日　時

０歳、妊婦
４・11・18・25 日（水）

午後１時30分～３時30分

１・２歳
３・10・17・24 日（火）

午前９時～ 11 時 30 分

０～２歳
３・10・17・24 日（火）

午後２時 30 分～４時

１～５歳

６・　13 日（金）

　午前９時～ 11 時 30 分

５・12・19・26 日（木）

午後２時 30 分～４時

３～５歳
５・12・19・26 日（木）

午前９時～ 11 時 30 分

申込み…不要

　開放時は育児相談に応じます。

■園庭開放

対　象 日　程

１・２歳 ３・10・17・24 日（火）

１～５歳 ６・　13 日（金）

３～５歳 ５・12・26 日（木）

時間…午前10時45分～11時15分

申込み…不要　

■育児相談（来園・電話相談）

日時…毎週月・金曜日（13日（金）除く）

　　　午後２時～４時　  

申込み…来園相談のみ電話で予約

■親子おはなし会

日時…11 日（水）午後３時～

　　　19 日（木）午前 11 時～

申込み…不要

■サークル支援

日時…18 日（水）

　　　午前９時～ 11 時 30 分

申込み…事前に電話で予約

■移動支援センター（現地集合）

申込み…不要

▼北部コミュニティーセンター２階

　親子おはなし会も開催します。

日時…20 日（金）

　　　午前 10 時～ 11 時 30 分

▼中央公園イベント広場

日時…27 日（金）

　　　午前 10 時～ 11 時 30 分

持ち物…水筒、帽子、タオル

※雨天時はセンター室開放に変更

■身長・体重測定

日時…24 日（火）、25 日（水）、

　　　26 日（木）

申込み…不要

※センター室開放時に実施

■ベビーマッサージ講座【第２回】

日時…４日（水）

　　　午前 10 時～ 11 時

対象…０歳の子どもと保護者

定員…先着 10 組

持ち物…バスタオル ( 赤ちゃんを包

　　　　める位の大きさ )、おむつ、

　　　　飲み物、母乳ケープ ( 母乳

　　　　の人のみ )

申込み…前日までに電話で予約

若草児童館

問・申込先　若草児童館

■ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

時間…午前 10 時 30 分～

　　　11 時 30 分

対象…２歳以上で未就園の子どもと

　　　保護者

費用…無料

　　　（年間保険料１人５００円）

持ち物…上履き、水筒、帽子、タオル

申込み…前日までに電話で予約

▼若草児童館

 ５日（木）育児講座　

　　　　　※要予約

12 日 （木）お楽しみ会

▼北部コミュニティセンター

 ６日（金）思い出工作

13 日 （金）お楽しみ会

■乳幼児の親子と中高校生の

　出会い・ふれあい・交流の広場

　乳幼児の親子の皆さん！中高校生

の皆さん！一緒に遊んで、仲良くな

りませんか？

日程…14 日（土）

対象・定員・時間…

○中・高校生　10 人

　午前９時 30 分～正午

○乳幼児と保護者　10 組

　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

内容…ふれあい遊び、工作、

　　　紙芝居など

費用…無料　

持ち物…上履き、水筒

申込み…11 日（水）までに電話で

　　　　予約

■赤ちゃん集まれ「ミルキーガーデン」

日程・内容…

 ４日 （水）思い出工作

11 日 （水）お楽しみ会

時間…午前10時30分～11時30分

対象…おおむね生後３か月～２歳で

　　　未就園の子どもと保護者

費用…無料

　　　（年間保険料１人５００円）

持ち物…上履き、水筒、帽子、

　　　　タオル、着替え

申込み…前日までに電話で予約

■ともだちクラブ（小学生児童館開放）

　放課後にたくさんの友達と色々な

体験をしませんか。

日程・内容…

 ３日（火）ペットボトルの工作

10 日 （火）じゃが芋植えに

　　　　　  チャレンジ

時間…午後４時～４時 45 分

対象…小学生　

費用…無料

申込み…前日までに電話で予約

保育園体験

　富里保育園「つくしんぼ広場」で

保育園の子どもたちと一緒に、園

の生活や遊びを体験してみませんか。

子育ての悩みや相談にも応じます。

日時…随時　

　　　午前９時 30 分～正午

場所…富里保育園

対象…０歳～就学前の子どもと保護

　　　者、妊婦

定員…各年齢２組程度

申込み…希望日の１週間前まで

持ち物…要問い合わせ

問・申込先　富里保育園

子育て交流の場

　保護者同士が交流できる場所です。

対象…０歳～就学前の子どもと

　　　保護者

定員…先着 15 組

持ち物…上履き、水筒、帽子

申込み…前日までに電話で予約

■こひつじ保育園「さろんバンビ」

日時…７日（土）

　　　午前９時 30 分～ 11 時

問・申込先　こひつじ保育園

■富里保育園「にこにこサロン」

日時…17 日（火）

　　　午前９時 30 分～ 11 時

問・申込先　富里保育園

保育園開放
　

対象…就園前の子どもと保護者

持ち物…水筒、上履き、帽子

申込み…前日までに電話で予約

■青空保育園「どんぐりクラブ」

日程…３ 日（火）、  ５日（木）、

　　　12 日 （木）、17 日（火）、

　　　19 日 （木）

時間…午前８時～ 11 時　

定員…10 組

※身体測定は３日、５日に実施

問・申込先　青空保育園

■富里保育園「おやこの森」

日時…10 日（火）

　　　午前９時 30 分～ 11 時

定員…15 組

問・申込先　富里保育園

■こひつじ保育園「バンビ」

日時…11 日（水）

　　　午前９時 30 分～ 11 時

定員…15 組

問・申込先　こひつじ保育園

子育て相談
悩みをお聞かせください

■来園相談

　（こひつじ保育園）

日時…毎週水曜日　午後１時～３時

　　　※要電話予約

■電話相談

▼キッズテレフォン　富里保育園

　 ０１２０（７３３）５２５

日時…月～金曜日

　　　午前 10 時～午後３時

▼テレフォンバンビ　

　こひつじ保育園

　 ０１２０（７６５）７６７

日時…月～金曜日　

　　　午後１時～３時

ファミリーサポートセンターからのお知らせ
 　　　　　　　　　　　問・申込先　ファミリーサポートセンター

ファミサポ会員募集
　新年度の活動に向け、特に提供会員を募集します。保育施設の送迎や

自宅での一時的な預かりなど、地域の子育てを応援する一員になりませんか。

対象　〇提供会員　市内在住で心身ともに健康な人（基礎研修あり）

　　　〇利用会員　市内在住または在勤で、同居している１歳以上 10

　　　　　　　　　歳未満の子どもがいる親族の人

　　　〇両方会員…提供と利用を兼ねる人（基礎研修あり）

３月の説明会　※日時の合わない人は、個別の対応も行っています。

■日時　４日（水）午前 10 時～ 11 時　

■場所　福祉センター　■その他　子ども同伴可　

　市で保育サービスのコーディネートを行っ

ている「子ども・子育てコンシェルジュ」も

お待ちしています。申込みは不要です。

■日時　６日（金）午前 10 時～ 11 時 30 分

■場所　福祉センター２階和室

■内容　育児相談、手遊び、大型絵本など

■対象　ファミサポ会員、乳児と保護者、妊婦、

　　　　提供会員に関心のある人

ファミサポ交流の場　“うさろん”

子育てネット
ゆめ・きぼう・よろこび

育児の相談など


