
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

休館日 ０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

移動支援

(中央公園)

ミニ運動会

午後・休館

育児講座

いまいみさ先生
製作遊び

午後・休館

０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

そらまめ
身体測定

０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

身体測定
親子おはなし会

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

移動支援
（北部コミセン）

10時～11時半

午後・休館

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

コミュニティタイム

身体測定

０歳児・妊婦
身体測定

０～５歳児

休館日

休館日 休館日
体育の日

休館日
０～５歳児
身体測定

０～５歳児
身体測定

休館日

育児講座
離乳食の進め方

０～５歳児

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

休館日

休館日
勤労感謝の

日

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

移動支援
（中央公園）

０～５歳児

休館日

０～５歳児

０～５歳児

休館日

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

コミュニティタイム
移動支援

（消防署見学）

０～５歳児

休館日 ０～５歳児

休館日

０～５歳児

コミュニティタイム

身体測定０～５歳児
身体測定 ０歳児・妊婦

身体測定

育児講座
子育てチョキチョキ

午後・休館

そらまめ
身体測定

　

０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

０歳児・妊婦
親子おはなし会

０～５歳児 ０～５歳児

英語であそぼう

休館日
文化の日

０～５歳児０～５歳児

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

身体測定
親子おはなし会

０～５歳児
身体測定

※1６(月)～２１(土)の期間、センター室開放時に

身長計・体重計を設置しますので、ご自由にお使い下さい。

測定するのに困ったらスタッフに声をかけて下さいね！！

※１１(水)「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。

※13(火)～18(金)の期間、センター室開放時に

身長計・体重計を設置しますので、ご自由にお使い下さい。

測定するのに困ったらスタッフに声をかけて下さいね！！

※8(水)「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。
ひよこちゃんマークは
０歳児・妊婦の日です

ひよこちゃんマークは
０歳児・妊婦の日です

センター室開放 午前 9：00～11：30（０～５歳児）
午後14：00～15：30（０～５歳児）

※水曜日午前 センター室 「センター室開放」
多目的室 「コミュニティタイム」として

お部屋を利用が出来ます。
午後14：00～15：30（０歳児・妊婦さん）

※毎月、第１火曜日の午後はお休みです。

２８（火）は
消防署見学に
行きます。
お楽しみに…
（要・予約）



＜葉山キッズ・ランド＞

【開館時間】午前9:00～午後4:00

【休館日】 毎週日曜日・祝日
年末年始（12/29～1/3）
毎月第1火曜日の午後

第3金曜日の午後

【住所】 富里市御料923番地1

【電話】 0476-93-2800

【FAX】 0476-92-1010

【育児講座 おさんぽワンちゃん製作】

折り紙を中心にリサイクル素材等も活用し、身近な
材料で手軽に作れる「手作りおもちゃ」の提案を

する造形作家“いまいみさ先生”をお呼び

して「おさんぽワンちゃん」の製作遊びをします。
ワンちゃんと一緒にお散歩して遊びましょう！！

＜日時＞ 10月3日(火)午前10:00～11:00
＜場所＞ 葉山キッズ・ランド

子育て支援センター
＜対象＞ １歳位～未就園児のお子様と保護者
＜定員＞ 先着20組
＜持ち物＞ タオル・水分補給用の飲み物
＜申込み＞ ９月20日(水) 午前9:00～受付開始
＜その他＞ ※製作遊びだけでなく、いまい先生の

手遊び等、お楽しみもあります！！
※当日は、10分前にお集まり下さい。
※センター室開放はお休みです。

涼しい秋風に、高く澄んだ空。気持ちの良い季節になりましたね。
お天気の良い日には、戸外にお散歩に行って、落ち葉やどんぐり拾いを楽しみしながら、秋の自然に
親しむのも素敵ですね！！ 葉山キッズ・ランド目の前の葉山公園の木の葉も、
黄色や赤に変わり始め、秋の訪れを感じられます。10・11月は 支援センターでも“季節にあわせ
たイベント”をたくさん計画しています。外でたくさん身体を動かしたり、季節の製作をしたり、
親子一緒に、いろいろな経験を楽しみませんか・・・

【育児講座 離乳食の進め方】

離乳食を始めるタイミングっていつがいいの？
どのような物を与えたらいいのか？など
初めてのママにとって不安なことばかり・・・
そんな不安を栄養士さんに聞いたり、わからない事
など質問してみませんか？ ママ同士の情報交換も
できるかも・・・

＜日時＞ 10月25日(水)午後2時～3時
＜場所＞ 葉山キッズ・ランド

子育て支援センター
＜対象＞ ０歳児と保護者、妊婦さん
＜定員＞ 定員はありません

※センター室開放時の中で行います。
＜申込み＞ 10月2日(月) 午前9時～受付開始
＜その他＞ ※事前に質問を受け付けます。

【季節の製作遊び】

お父さんやお母さんと一緒に、クレヨンやのりを
使って、季節の簡単な製作遊びを楽しみませんか？

●10月24日(火)～10月末
テーマ「ハロウィン」

●11月21日(火)～11月末予定
テーマ「クリスマス」

※内容が変更になる場合もあります。

＜日時＞ 10月27日(金)の移動支援 午前10時～11時
＜場所＞ 富里市中央公園 イベント広場 （現地集合）
＜内容＞ 体操・かけっこ・ゲームなど
＜持ち物＞ 帽子・汗拭きタオル・飲み物など
＜その他＞ 履きなれた靴、動きやすい服装でおいで下さい。

※雨天時はセンター室開放０～５歳児に
変更になります。

葉山キッズ・ランドでは、日々のお知らせや活動報告などを
ホームページに載せています。是非、ご覧下さい

http://hayama-kidsland.g-asuka.co.jp/

地域の中には、皆さんの子育てを応援している方がたくさんいらっしゃいます。

下記は、社会福祉協議会の地区社協の皆さんが、実施している子育て支援事業です。

＜もぐもぐごっくん離乳食教室＞
10月2日(月)10時～・11時～

時間制で申込み

＜かみかみ歯ッピー教室＞
11月28日(火)10時～・11時～

時間制で申込み
対象：28年12・29年1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

ほっかほかクラブ 子育て交流会 子育てキラキラ すくすくひろば

日
時

10/23(月)
午前10時～

10/18(水)
午前10時～

10/10(火)・11/14(火)
午前10時～

10/26(木)・11/16(木)
午前10時～

会
場

北部コミセン 富里市福祉センター 富里市福祉センター
※10月は十倉厚生園

中沢集会所

子育てサロン浩養 ちょっとほっと
タイム

ねこな「ちょこっと」
サロン

なかよし
おしゃべりひろば

日
時

10/12(木)・11/9(木)
午前9時半～

10/4(水)・11/1(水)
午前10時～

10/26(木)
午前9時半～

10/24(火)・11/21(火)
午前10時～

会
場

浩養小学校 外会議室
※10月は十倉厚生園

中部ふれあいセンター 根木名公民館 二区協同館

※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

11月・12月の移動支援について
（北部コミュニティセンター）

館内空調機の改修工事の為、11月1日
～Ｈ30年1月15日までお部屋の使用が
出来なくなります。その為、11・12月
の移動支援はお休みとなります。
1月19日は遊びに行くので
それまで待っててね！！

【育児講座 子育てチョキチョキ】

6月に行った「子育てチョキチョキ」・第２弾！！
今回も、子どもの髪のカットの仕方やバリカンの
使い方や カットのコツなどを 床屋さん（七栄）
に聞いてみませんか？ 葉山こども園の保護者
(お父さん)が講師に来てくれます。

＜日時＞ 11月7日(火)午前10:00～11:00
＜場所＞ 葉山キッズ・ランド

子育て支援センター
＜対象＞ １歳位～未就園児のお子様と保護者

※男の子対象、女の子も可
＜定員＞ 先着15組
＜持ち物＞ タオル・水分補給用の飲み物
＜申込み＞ 10月16日(月) 午前9:00～受付開始
＜その他＞ ※事前に質問を受け付けます。

※センター室開放はお休みです。

おじいちゃん、おばあちゃんが
支援センターに遊びにきます！！

11月に、富里市中部地域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る事
になりました。おもちゃで遊んだり、一緒に歌った
り、絵本を読んだり、いつもと違う時間を楽しみま
せんか？ お年寄りと子どもが触れ合える時間が
自然と出来たら素敵ですよね。詳細はホームページ

又はセンター室内に掲示します。

＜日時＞ 11月28日(火) 午前10時～11時
＜場所＞ 富里消防署 （現地集合）
＜内容＞ 消防車両や放水訓練の見学
＜対象＞ １歳位～未就園児の親子
＜定員＞ 50組
＜申込み＞ 11月13日(月)午前9時～受付開始
＜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

満車の場合は 予約時に別の場所を案内させていただきます。
※雨天時は 消防署の庁舎見学を行います。

http://hayama-kidsland.g-asuka.co.jp/

