
日 月 火 水 木 金 土

1 2

冬の感染症(11/14)

予約開始

3 4 5 6 7 8 9

０～５歳児 英語であそぼう⑧
葉山こども園との交流 予約された方のみの

資源回収日 10時～11時 参加です。

第３期
英語であそぼう

予約開始

10 11 12 13 14 15 16
そらまめ 冬の感染症について 移動支援 英語であそぼう①

双子・三つ子ちゃん 10時～11時 （北部コミセン） 予約された方のみの

対象の日 予約された方のみ 10時～11時30分 参加です。

消防署見学(11/28)

予約開始
　　　　　　　　　　　★身体測定（11/11～19　センター室開放時に自由に測定できます）

17 18 19 20 21 22 23

移動支援 ０～５歳児
（新木戸大銀杏公園） 11時10分～

10時～11時 親子おはなし会

※ランチタイムあり ０歳・妊婦さん
11時～11時45分 15時10分～

（自由参加） 親子おはなし会

24 25 26 27 28 29 30

０～５歳児 消防署見学 英語であそぼう②
キッズ＆シニア交流会 10時～11時 予約された方のみの

10時30分～ 予約された方のみ 参加です。

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

午後・休み ０～５歳児休館日
０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

文化の日
０～５歳児 ０～５歳児

０歳・妊婦さん ０～５歳児午後・休み振替休日

休館日
０～５歳児０～５歳児

０～５歳児

勤労感謝の日

０～５歳児

休館日
０～５歳児

０歳・妊婦さん ０～５歳児

０～５歳児

午後・休み

０～５歳児

０～５歳児

０歳・妊婦さん

支援センターだより 11月号
葉山キッズ・ランド

＜センター室開放＞ 午前９時～11時30分(０～５歳児)

午後２時～ 3時30分(０～５歳児)

※水曜日・午前「コミュニティタイム」は、

サークル等で多目的室の利用ができます。(要予約)

※水曜日・午後２時～３時30分(０歳・妊婦さん)

※個別相談をされる方は要予約。

※月１回避難訓練を行なっています。

実施の際はご協力をお願いする事をご了承下さい。

28

【親子おはなし会】
図書館の職員による、

絵本の読み聞かせ、わらべ歌の伝承など

みんなでゆったり過ごす時間です。

【ＱＲコード】

【葉山こども園との交流】 ※雨天７日

11月6日(水)10時 葉山キッズ・ランド集合

10時15分～11時 葉山こども園との交流

今月は、1歳児クラスとの交流です。

１歳児さんが、先生やお友達と

どのような関りを持って過ごしているのか、

クラスの様子をのぞいちゃおう！！

【キッズ＆シニア交流会】10時30分～11時30分

センター室開放時に、中部包括支援センターから

おじいちゃん、おばあちゃんが遊びに来てくれます

育児講座「冬の感染症について」

＜日時＞ 11月14日(木)午前10時～11時

＜内容＞ 感染性胃腸炎の予防と対処法

インフルエンザについて 他

＜対象＞ 就学前のお子様がいる保護者

※お子様は、保護者の近くで

遊びながら過ごします。

＜定員＞ 10組

＜申込み＞11月１日(金)9時～（電話・可）

資源回収
１(金)9時～18時

２(土)9時～16時

５(火)9時～10時45分

※回収場所 多目的室前



11月25日(月) 11月は予定なし 11月は予定なし 11月7日(木)
午前10時～ 次回12月18日(水) 次回12月17日(火) 午前９時30分～

ねこなちょこっと なかよし
サロン おしゃべりひろば

11月28日(木) 11月6日(水) 11月28日(木) 11月12日(火)
午前10時～ 午前10時～ 午前10時～ 午前10時～
中沢集会場 二区協同館

（向台こども園の隣） （旧洗心小学校の隣）

【社会福祉協議会「地区社協」11月の子育て支援事業の予定】

名称 ほっかほかクラブ 子育て交流会 みんなでキラキラ 子育てサロン浩養

日時

会場

名称

富里市福祉センター 浩養小学校内の会議室

根木名公民館会場 中部ふれあいセンター

北部コミュ二ティセンター 富里市福祉センター

すくすくひろば ちょっとほっとタイム

日時

葉山公園にきれいなお花を咲かせましょう

第２弾!!「パンジー苗植え」

「チューリップの球根植え」

※会場の都合により中止や変更になる場合もあります。詳しくは社会福祉協議会（92）2451に問い合わせ下さい。

葉山キッズ・ランド

【休館日】 毎週日曜日・祝日

年末年始(12/29～１/３)

【住所】 富里市御料923番地１

【電話】 0476-93-2800

【ホームページ】
ホームページ、ツイッターにて

葉山キッズ・ランドのお知らせや

活動報告などの情報発信をしています。

是非、ご覧ください。

http://hayama-kidsland.

g-asuka.co.jp

【保健センターの予定】
＜もぐもぐごっくん離乳食教室＞

12月2日(月) 午前10時～・11時～

※時間制で申込み

＜持ち物＞母子手帳

赤ちゃんに必要なオムツ・ミルク等

＜対象者＞2019年4月・5月生まれ

＜かみかみ歯ッピー教室＞
11月26日(火) 午前10時～・11時～

※時間制で申込み

＜持ち物＞母子手帳

歯ブラシ(使っている子のみ)

＜対象者＞2018年10月・11月生まれ

※申込み・問い合わせは

富里市保健センター 電話(93)4121

＜ご利用にあたって＞
・利用対象者は、富里市在住の０歳から就学前のお子様とその保護者や家族、妊婦さんなどです。

・室内外を問わず、保護者の方は必ずお子様から目を離さないようお願い致します。

・携帯電話等は、マナーモードでお願い致します。

・食べ物やおもちゃの持ち込みはご遠慮下さい。

・水分補給用の飲み物をお飲みになる際は、指定の場所をご利用ください。

・乳児をお連れの方は、ベビーベッドを共有で使用する為、衛生管理上、大きめのタオルをお持ち下さい。

・葉山キッズ・ランド前の駐車場が満車の場合は、葉山こども園の駐車場をご利用下さい。

支援センター終了後、学童クラブ・一時保育のお迎え時間となる為、

「ゆずりあい駐車スペース」２台分を利用できるよう、ご協力をお願い致します。

【消防署見学】～消防車両と放水訓練の見学～
＜日時＞ 11月28日(木)午前10時～11時 ※10分前にお集まり下さい。

＜場所＞ 富里市消防署

＜申込み＞11月11日(月)午前９時～(電話・可)

＜駐車場＞消防署内にありますが、台数に限りがありますので予約の際、ご確認下さい。

満車の場合は、別の場所を案内させて頂きます。

＜移動支援・新木戸大銀杏公園＞
11月の移動支援は、新木戸大銀杏公園に行きます。

10月に予定していた「ミニ運動会」が豪雨で中止になった為、

今回、「ミニミニ運動会」として簡単に行いたいと思います。

「ミニミニ運動会」の後は、公園でランチタイム！！（自由参加）

参加される方は、ランチの用意をしてきてね！！(おにぎりのみでもOK)

みんなとお外で食べるランチは美味しいかな・・・

＜日時＞ 11月19日(火) 午前10時～

※受付名簿の記入がある為、

10分前にお集まり下さい。

＜場所＞ 新木戸大銀杏公園ステージ側

（現地集合）

＜対象＞ 未就園児のお子様と保護者

＜持ち物＞帽子・汗拭きタオル・飲み物

※ランチタイムに参加の方は

お弁当・レジャーシート等

＜その他＞履きなれた靴・動きやすい服装

※雨天時は、センター室開放０～５歳児となります。

🕙10時開始

★体操

★バスに乗って出発‼！

★抱っこで玉入れ

★トンネルくぐってランランラン

🕙11時～手洗い・トイレ

ランチタイム

🕛11時45分 ごちそうさま

※自由解散

11月16日(土)午後14時～(30～40分程度)

プランターの土入れ、パンジーの苗植え等を

行います。お手伝いをして下さる方がいましたら

前日までに声をかけていただけると嬉しいです。

※雨天の場合、中止とさせて頂きます。

※今回、雨天の場合は、消防車両と庁舎の見学になります。

尚、荒天時はセンター室開放０～５歳児となります。ツイッターにてご確認下さい。


