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ふくし

北部地域包括支援センター

日吉台４－６－ 14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動        

車での来所はご遠慮ください。
 

絵手紙教室

　日 12 月４日（水）、18 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日 12 月 11 日（水）、25 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日 12月10日（火）14：00～15：30

　内お正月に向けて、お祝い用箸袋と

　　ポチ袋を作成

　費 100 円

　
中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日 12月 17日（火） 13：30 ～ 15：00

　 対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日 12月 27日（金）13：30 ～ 15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日 12 月２・９・16・23・30 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内○とみさと健康ちょきん体操

　　○定期的な体力測定

　対 65 歳以上

小物づくり「季節の小物づくり」

　日 12 月 12 日（木）10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 12月20日（金）14：00～15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会
医療講演会

成田富里徳洲会病院　地域連携室　

070（3176）9118

日 12 月 5 日（木） 14：00 ～

場成田富里徳洲会病院

　２階多目的ホール１

内あなたに潜む血管の病気

講荻野秀光さん

　（成田富里徳洲会病院　院長）

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て 12 月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

12月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 12 月 10 日（火）

※９日（月）までに入金確認をお願いします。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日14：00～15：30

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（７・11・14・20・21日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30
（３・20日を除く）

双子または
三つ子

11日（水）
9：00～11：30

※ 12 月 29 日～１月３日は休館

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日９日（月）～ 14 日（土）

　▼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

葉山こども園との交流・園庭開放（未

満児用）

　日９日（月）　※雨天時は 10 日（火）

　　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

育児講座「お父さんと一緒に３Ｂ体操」

　日 14 日（土）10：00 ～ 11：00

　定 15 組　

　申２日（月）９：00 ～

　　電話または直接申し込み

親子おはなし会

　日 18 日（水）15：10 ～ 15：30

　対 0 歳、妊婦

コミュニティタイム（サークル支援・多目的室利用）

　日 18 日（水） 9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

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

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

 ※６日（金）午後は、園行事のため

　センター室開放はありません。

●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

親子お話し会

　日 11 日（水）

　    14：45 ～ 15：05

　対０～３歳児と保護者

おおきくなったね

　日 20日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内 12 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。12 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 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 日（水） 9：30 ～ 11：00

　内クリスマス会

　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。

　日第３週目までの毎週火・木曜日

　　 (10日を除く)

　　 8：00～11：00

　定 10 組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え   

　申前日まで　

　▼身体測定

　　日 3 日（火）、5 日（木） 

　
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ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日 

　　 ●若草児童館　

　　　５日（木）

　　　クリスマスのかわいい飾りを作ろう！

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　16 日（月）

　　　ママのためのカントリークラフト教室

　　　　「クリスマスの飾りを作ろう！」

　　　※ 11 日締切、参加費 500 円
　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　６日（金）

　　　クリスマスのかわいい飾りを作ろう！

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

　

　②みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日６・13日（金）、９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。

　

　③赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 18 日（水）ミルキーカフェ

　　内座談会＆ティータイム（手作り

　　　クッキー）、手遊び、読み聞かせ

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

おもちゃ貸し出し

　日４・11・18 日（水）

　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。

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）10：15 ～ 11：30

　　中高大学生は 9：30 ～ 12：00

　内サンタさんと遊ぼう！！

　　クリスマスの工作をしたり、人

　　形劇を見て楽しく過ごそう！！

　対　定親子 10 組

　　　 中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　持上履き、飲み物

　申６日（金）まで


