
日 月 火 水 木 金 土

1 2
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10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

０～５歳児

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

休館日 ０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

身体測定

そらまめ
身体測定

　

０～５歳児

０～５歳児

身体測定
親子おはなし会

休館日
０～５歳児
身体測定

０～５歳児
身体測定

休館日 ０～５歳児 ０～５歳児

０歳児・妊婦

身体測定

０～５歳児
身体測定休館日

０～５歳児

午後・休館

休館日
英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

育児講座

３Ｂ体操

０～５歳児

０～５歳児 休館日 休館日

休館日

０～５歳児

コミュニティタイム

休館日

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

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

移動支援

（北部コミセン）

１０時～１１時半

午後・休館

英語であそぼう

０～５歳児
身体測定

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

育児講座

リトミック

０～５歳児

休館日 休館日 休館日
英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

休館日 休館日

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

おはなし会

身体測定

０～５歳児

午後・休館

そらまめ
身体測定

　

０～５歳児
身体測定

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

０～５歳児

※1８(月)～２２(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！！

※１３(水)「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。

※1５(月)～２０(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！！

※１０(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

お部屋の利用が出来ます。
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。



＜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 ３Ｂおやこ体操】

♪音楽に合わせて、親子でコミュニケーション体操を楽しみませんか？♪
３Ｂ専用の用具（ベル・ベルター・ボール）の中で
２種類の用具を使って、親子で楽しく運動をします。

＜日時＞ 1２月１４日(木) 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歳半位～３歳位のお子様と保護者
＜定員＞ 先着20組（兄弟ＯＫ） ※用具を使う為、抱っこは不可
＜持ち物＞ 汗拭きタオル・水分補給用の飲み物
＜申込み＞ １２月１日(金) 午前9:00～受付開始
＜その他＞ ※親子共に動きやすい服装でおいで下さい。

※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。

朝晩、冷え込みが増し 夜空のお星さまが一段と綺麗に輝く季節になりました。

流れ星を探して、夜空を見上げてみるのも楽しいですね！！

早いもので、今年も残りわずかになりました。年末年始は、クリスマスやお正月などの

イベントが盛りだくさん。子ども達もワクワク♪ドキドキ♪楽しい季節ですね。

体調を崩しやすい時期なので、たっぷりと栄養をとって元気に過ごしましょう！！

センター室開放時に
親子一緒に季節の製作遊びを楽しみませんか？

●12月26日(火)～28日(木)
テーマ「お正月」

※2018年は戌年。絵馬に抱負を書いて
お正月に飾りませんか？

●1月23日(火)～１週間程度
テーマ「節分」

※鬼のお面を作って「鬼は外、福は内！」
☆内容が変更になる場合もあります。

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＞
12月4日(月)10時～・11時～

時間制で申込み

＜かみかみ歯ッピー教室＞
1月23日(火)10時～・11時～

時間制で申込み
対象：29年2・3月生まれ

※申込み・問い合わせは
富里市保健センター(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

1/22(月)
午前10時～

12/20(水)
午前10時～

12/12(火)・1/16(火)
午前10時～

12/21(木)・1/25(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 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

12/14(木)・1/11(木)
午前9時半～

12/6(水)
午前10時～

12/21(木)／1/25(木)
午前9時半～

12/5(火)・1/16(火)
午前10時～

会
場

浩養小学校 外会議室 中部ふれあいセンター 根木名公民館 二区協同館

【育児講座 リトミック】

9月に行なった「育児講座リトミック」に、参加していただいた方から
「親子一緒に体を動かして楽しかった！！」「また、やりたい！！」との声が多く
大好評だった為、平成３０年１月に また、行なうことになりました。今回も富里市
ボランティアグループ「ぴょんぴょんくらぶ」さんに、ご協力をいただきます。
ピアノや音楽に合わせて、体を動かしたり踊ったりして楽しみましょう！！

＜日時＞ 1月２５日(木) 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歳半位～未就園児のお子様と保護者
＜定員＞ 先着20組
＜持ち物＞ 汗拭きタオル・水分補給用の飲み物
＜申込み＞ １月１０日(水) 午前9:00～受付開始
＜その他＞ ※親子共に動きやすい服装でおいで下さい。

※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。

12月25日は、
０～５歳児さんの

センター室開放の日ですが…
みんなに★お願い★があります。

おもちゃで、たくさん遊びたいと思いますが
ちょっとだけ早く お片づけをお願いして

帰りの会にみんなで
「クリスマス」をしませんか？

職員による「催し物」が
あります。お楽しみに～♪

※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 まで

＜ホームページのお知らせ＞
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。

「伝承あそび」とは
昔から受け継がれてきた

日本古来の遊びです。コマ回し、凧揚げ、
お手玉、あやとり、折り紙、竹馬、カゴメカゴメ、
はないちもんめ、だるまさんがころんだ等…
懐かしい遊びがたくさんありますね！！
伝承遊びを子供に伝えていく事で、集中力・知力・
瞬発力・根気・勇気など、たくさんの力を
培っていけるんだそうです。
１月にセンター室で、子供が簡単に遊べる
「伝承あそび」を用意する予定です。

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

