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親子お話し会

　日 19 日（水）15：10 ～ 15：30

　対 0 歳

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 19・26 日（水）9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

育児講座「ママヨガ」

　日 20 日（木）10：30 ～ 11：30

　対 定未就学児をもつ母親 8 人

　持飲み物、タオル、ヨガマット（バ

　　スタオル可）、動きやすい服装

　　※裸足で行います。

　申 6 月３日（月）9：00 ～

　　※託児を希望の場合は相談して

　　ください。

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 21 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

●中央公園（イベント広場）

　日 25 日（火）10：00 ～ 11：00

　　荒天時はセンター室開放

　内公園であそぼう

　対 1 歳半位～ 5 歳児

　持飲み物、帽子、タオル

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

移動支援（現地集合）

　日 ７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

みんなで探検隊「馬を見に行こう！」

 　日 19 日（水）10：00

　　 子育て支援センター集合

　　※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 20 日（木）

　対おおむね 2 歳以上の子ども

　定 15 組　持動きやすい服装

　申４日（火）9：00 ～

親子お話し会

　日 12 日（水）14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

ママタイム

「産後ママのためのエクササイズ&ストレッチ」

　日 13 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 0 歳児の親子　

　定 15 組　申４日（火）9：00 ～

おおきくなったね

　日 28日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内６月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。６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 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

育児講座「陶芸（テラコッタ）を体験

してみましょう」

　日 19 日（水）

       ９：30 ～ 11：30

　対 定 3 ～ 6 歳児と保護者　20 組

　持上履き、飲み物、タオル、汚れて

　　もよい服装

　申 10日（月）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 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

給食試食会(子育てひろば「バンビ」の後)

　日 26 日（水）11：00 ～

　費子ども 1 人 100 円、保護者 1 人 200 円

　対 5 組　

　申 19 日（水）まで

　他アレルギー対応はしていません。

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（13 日を除く）

　　 8：00 ～ 11：00

　▼おやつ作り　日 20 日（木）

      定 5 組

　▼身体測定　日４日（火）、６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 10 日（月）9：30 ～ 11：00

　内親子で遊ぼう

　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

　申３日（月）～７日（金）の 9：30

　　～ 16：00

浩養幼稚園
申込 （94）0054

幼稚園開放

　日 12 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

　申５日（水）まで

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

①～②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５・12・19 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　

　　　６・13・20 日（木）

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　３・10・17 日（月）

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　７・14・21 日（金）

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

おもちゃ図書館

　日５日（水）10：15 ～ 12：00

　内児童館の貸し出しおもちゃを１週

　　間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７・14・21・28 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８日（土）

　　●中高大学生 9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子 10：30 ～ 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

　内どろんこ遊び～大きな川を作ろう～

　持上履き、飲み物、帽子、着替え

　申７日（金）まで

じどうかん食堂　

　日 15 日（土）12：00 ～ 14：00

　内新じゃがのカレー、手作りナゲットなど

　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 29 日（土）10：00 ～ 12：00

　内しゃぼん玉遊び

　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

　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 13 日（木）

　　 10：15 ～ 11：45

　内小麦粉粘土遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持飲み物、帽子、着替え

未就園児園庭解放　日吉台幼稚園第２グラウンド

　日 20 日（木）

        10：15 ～ 11：45

　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 12 日（水）

    10：00 ～ 11：00

場葉山キッズ・ランド

仲　間　募　集

“富里太極拳”
中島　 090（7941）7012

中高年の皆さん歓迎します。静かな動

きの運動です。足腰が鍛えられ、転ぶ

ことが少なくなります。

日毎週金曜日

　９：30 ～ 12：00

場中央公民館 4 階大会議室

費月会費 1,500 円

大正琴“琴星会”
大津　 080（6544）1360

音色のきれいな大正琴。心も癒されま

すよ。あなたも新しい仲間を作りませ

んか。初心者歓迎。見学自由です。

日第 1・3 水曜日　

　14：00 ～ 16：00

場中部ふれあいセンター

費入会金なし　月会費 2,000 円

他琴３か月間貸し出し可

“50歳からの３Ｂ体操”
無料体験会
申込 本間　 090（4962）6644

運動不足、筋力低下を感じている人は

ぜひ参加ください。簡単な体操です。

日６月 12・19 日（水）

　13：30 ～ 15：00

場中央公民館音楽室

対 50 歳以上の人

持飲み物、動きやすい服装　

“ソフトボール好き集まれ”
小林　 090（4016）5792

富里市女子ソフトボールチームでは、

7 月に開催される郡市民大会に出場で

きる選手を募集しています。

日毎週水曜日 14：00 ～

場高野グラウンド

費保険代 1 ,430 円


