
広報とみさと　2019.10.1　11

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 16・23・30 日（水）

　　  9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター

　日 18 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

　日 25 日（金）10：00 ～ 11：00

　内ミニ運動会

　持飲み物、タオル、帽子

　他荒天時はセンター室開放

育児講座「離乳食の進め方」

　日 29 日（火）

　　14：00 ～ 15：00

　定 8 組

　申 16 日（水）9：00 ～

　　電話、または直接申し込み

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 22 日（火・祝）～ 25 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 ４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

運動会に参加しよう

　日 6 日（日）　対 20 人

　場社会体育館 2 階アリーナ

　　駐車場：市役所職員駐車場

　申１日（火）９：00 ～

親子お話し会

　日９日（水）14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

みんなで探検隊「天神谷津でピクニック」

　日 16 日（水）10：00 集合

　　途中参加はできません。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　

　持タオル、飲み物、帽子、動きやす

　　い服装、着替え

　申１日（火）９：00 ～

ママタイム「ママのためのリフレッシュエアロ」

　日 24 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 おおむね 0 歳児を持つ保護者

　定 15 人

　申８日（火）9：00 ～

おおきくなったね

　日 30日（水）午前と午後の「帰りの会」

　内 10 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。10 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８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 15 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

　日 23 日（水）９：30 ～ 11：00

　対 2 歳以上の未就園児

　定 20 組　申 16日（水）まで

　持上履き、飲み物、汗拭きタオル、

　　動きやすい服装

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９・23 日（水） 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

給食試食会

（子育てひろば「バンビ」の後）

　日 23 日（水）11：00 ～

　定 5 組　費子ども 1 人 100 円、

　　　　　　保護者１人 200 円

　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

育児講座「手作りアクセサリー」

　日 29 日（火）14：00 ～ 15：30

　定８人　費材料費 350 円

　持上履き、飲み物

　申 21 日（月）まで

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

　　（22 日（火・祝）を除く）　　

　▼身体測定

　　日１日（火）、３日（木）

　　持飲み物、帽子、タオル、着替え   

       申前日まで

　▼リフレッシュ講座

　　「カルトナージュ（ウェットティッ

　　シュカバー作り）」

　　日 29 日（火）10：00 ～ 11：00

      定５組　 申 17 日（木）まで

富里幼稚園
申込 (93)2387

コアラクラブ

　日 16 日（水）9：30 ～ 11：00

　内親子で遊ぼう ( 簡単な製作、園庭

　　遊び、軽い運動遊び )

　対 3 歳以上の未就園児　定 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子　

　費 100 円　（保険代）

　申９日（水）まで

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２・９・16・23 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　

　　　３・10・24 日（木）　

　　　17 日はさつま芋堀り 定 5 組

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　７・21 日（月）　

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　４・11・18・25 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４・11・18・25 日（金）、

　　　７・21（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２・９・16・23 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。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日４・11・18・25 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

　　（初回無料。別途材料費がかかる

　　ことがあります。）

「サタデーベース」児童館開放

　日 内●５日（土）

　　　　 10：00 ～ 12：00

　　　     ネイチャーゲーム

  　　  ●12 日（土）

               10：00 ～ 12：00

　　　     秋の工作

　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、帽子、タオル　

　申初めて参加する人は前日まで

じどうかん食堂　

　日 19 日（土）12：00 ～ 14：00

　内手作りしゅうまい、さつま芋のスティック ほか

　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

わかくさ広場　　　　

　日 26 日（土）10：00 ～ 12：00

　内ハロウィンパーティー

　　（仮装して地域へお菓子をもらい

　　に行きます。）

　対 定乳幼児親子 10 組、小学生 20 人

　費 1 人 300 円

　申 18 日（金）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 10 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会③、運動会遊び

　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３日（木）10：15 ～ 11：45

　対 未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

太子幼稚園
申込 （93）3291

E fwkt3763@mb.infoweb.ne.jp

太子幼稚園　富里

太子幼稚園文庫　「お話会」

　日９日（水）14：30 ～ 16：00

　内素話、絵本、詩、ミニシアター上

　　映会など

　対 お話しを楽しめるようになった親子

子育て支援「めだか教室」

　日 12 日（土）９：00 ～ 10：15

　内わらべうた伝承遊び、作って遊ぼう

　対 定未就園児 20 組

　持飲み物、タオル、上履き

子育て相談（臨床発達心理士による育

児相談・カウンセリング）

　日 29 日（火）10：30 ～

　対 2 歳～就学前の子どもの保護者

　申ホームページまたはメール

仲　間　募　集

2019 年度竹謡会
「民謡の集い」

小口　 （93）4742

日 10 月 17 日（木）

     10：00 ～ 15：00

場福祉センター

プレミアム付商品券　販売開始

問プレミアム付商品券事業について　専用コールセンター　 （93）1552 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※市役所開庁日の９：00 ～ 16：30

購入対象者　● 2019 年度の住民税が課税されていない人で申請をして交付決定され、

購入引換券の交付を受けた人

　　　　　　●子育て世帯で市から購入引換券の交付を受けた人

　　　　　　　※ 2019 年度の住民税が課税されていない人は、申請が必要です。 

販売場所　市内の各郵便局

　　　　　○日吉台郵便局　○七栄郵便局　○富里郵便局　○十倉郵便局

購入時必要な物　○購入引換券　○代金　○本人確認できる有効期限内の公的証明書など


