
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

０～５歳児 英語であそぼう
朝顔の種まき 予約された方のみの

サルビアの苗植え 参加です。

０歳・妊婦さん

9 10 11 12 13 14 15
０～５歳児 そらまめ トイズクラブさんと

葉山こども園・園庭開放 双子・三つ子ちゃん 一緒に遊ぼう！
10時～11時15分 対象の日 10時～11時15分

　　　　　　　　　　　★身体測定（６/10～15　センター室開放時に自由に測定できます）

16 17 18 19 20 21 22

ママヨガ 移動支援 英語であそぼう
10時30分～11時30分 （北部コミセン） 予約された方のみの

予約された方のみ 10時～11時30分 参加です。

０歳・妊婦さん
15時10分～
親子おはなし会

23 24 25 26 27 28 29

移動支援 ０～５歳児
（中央公園） キッズ＆シニア交流会

10時～11時 10時30分～

スイカロードレース大会

30

０～５歳児

０～５歳児

休館日

０～５歳児

午後・休み

０歳・妊婦さん

０～５歳児

午後・休み

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

休館日

０～５歳児 ０～５歳児

０歳・妊婦さん

休館日

休館日

休館日

　　０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

※ママヨガ予約開始

９時～(電話・可)

支援センターだより ６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) 【QRコード】

※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。

【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。

多世代交流を一緒に楽しみませんか？

育児講座「ママヨガ」
＜日時＞ 6月20日(木)10時30分～11時30分

＜内容＞ 「自分自身の体と心を整える方法を知りましょう!!」

＜対象＞ 就学前のお子様のいるお母さん対象

＜定員＞ 8組 ※託児希望の方はご相談下さい。

＜予約＞ ６月３日(月)９時～(電話・可)

＜持ち物＞汗拭きタオル・飲み物

ヨガマット(大きめのバスタオルでＯＫ)

＜講師＞ 友井純子先生(全米ヨガアライアンス認定講師)(骨盤調整ヨガ)

(マタニティーヨガ)(ベビーマッサージ)(ベビーヨガ講師)

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。

※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ください。

移動支援「中央公園」
＜日時＞6月25日(火)10時～11時

＜場所＞富里中央公園 四季の森

＜内容＞「カラフル・ルーペを作って遊ぼう!!」

＜持ち物＞飲み物・帽子・汗拭きタオル等

※受付名簿の記入がある為

10分前にお集まり下さい。
※荒天時は、センター室開放に変更します。

変更の場合は、8時45分頃、

ホームページにてご確認下さい。

【トイズクラブさんが遊びに来るよ!!】
＜日時＞６月13日(木)10時～11時15分 ※予約不要です。

＜内容＞富里市ボランティアグループ「とみさとトイズクラブ」さんが

センター室に楽しい玩具を持って来てくれます。

※準備の為、センター室開放は10時からとなります。

【葉山こども園・園庭開放】
＜日時＞６月11日(火)10時 葉山キッズ・ランド集合

10時15分～11時15分 ※予約不要です。

＜内容＞未満児用園庭で遊んだ後、５歳児クラスに入り

交流を楽しみます。(毎月、クラスが変わります)

【お花を一緒に植えませんか？】
＜日時＞６月4日(火)11時～ 葉山公園

＜流れ＞10時45分 お片付け・帰りの会

11時～ さよならの後、プランターに

朝顔の種まき・サルビアの苗植えを行ないます。

※動きやすい服装

（裸足）で行ないます。



6月24日(月) 6月19日(水) 6・7月は予定なし 6月13日(木)
午前10時～ 午前10時～ 次回８月６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

6月27日(木) 6月5日(水) 6月27日(木) 6月11日(火)
午前10時～ 午前10時～ 午前10時～ 午前10時～

二区協同館

浩養小学校内の会議室

日時

会場 北部コミュ二ティセンター 富里市福祉センター 富里市福祉センター

【社会福祉協議会「地区社協」６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

根木名公民館

ちょっとほっとタイム

日時

会場 中沢集会場 中部ふれあいセンター

名称 すくすくひろば

※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＞
６月３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やミルク等

対象者…2018年10月・11月生まれ

＜かみかみ歯ッピー教室＞
7月23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8月・9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と共にお過ごし下さい。

・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として、お水・お茶はお持ち下さい。

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

・葉山キッズ・ランド前の駐車場に空きがない時は、葉山こども園の駐車場をご利用下さい。

５月中に行なう予定だった「朝顔の種まき」ですが

６月４日(火)に変更となりました。

４日(火)は、午前９時～10時45分 センター室開放

午前10時45分 お片付け・帰りの会

午前11時～ プランターに朝顔の種まきと

サルビアの苗植えを行ないます。

※ご協力していただける方は

午前11時に葉山公園にお集まり下さい。

2019年度より、葉山キッズ・ランドでは、年３回、資源回収を

行なう事になりました。普段、何気なく捨てている紙も、まとめて

回収すれば「古紙」となって再生され、古紙利用製品として生まれ

変わります。

「紙リサイクル」＝「ゴミを減らし資源を大切にする」

みんなで資源回収の輪を広げましょう!!

＜実施日＞ ７月２日(火)・11月５日(火・３月３日(火)

※実施日の、１～２日前から回収を実施します。

詳細は、その月のセンターだよりに掲載します。

＜回収物＞ 新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック

※新聞・雑誌 → ヒモで結んで束ねる

段ボール → ガムテープを剥がして束ねる

牛乳パック → 洗って切り開く

＜回収場所＞ 葉山キッズ・ランド 多目的室

※資源回収で得た奨励金は、葉山キッズ・ランドの絵本等の

購入に使わせていただきます。

★第１回目は、6月29日(土)午前9時～午後16時

7月 1日(月)午前9時～午後16時

2日(火)午前9時～午前10時45分です。

※資源回収の輪を広げましょう!!

※牛乳パックの切り開き方

種まき・苗植えしてくれる方募集!!


