
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

０～５歳児
身体測定

０～５歳児
身体測定

０～５歳児 ０～５歳児

休館日 移動支援
（北部コミセン）

０～５歳児
身体測定

そらまめ
身体測定

０歳児・妊婦
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

昭和の日

移動支援
（富里中央公園）

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

休館日 ０～５歳児 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

コミュニティタイム

０～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児０～５歳児

０～５歳児

♪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・午後 ４月のみ 13：30～15：30（0歳児・妊婦）
※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。

※17（月）～22（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！！

※19（水）「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。

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

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

０歳児・妊婦
身体測定

０～５歳児休館日 ０～５歳児 ０～５歳児

休館日

０～５歳児 ０～５歳児 休館日

休館日

０～５歳児 ０～５歳児

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
身体測定

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

コミュニティタイム

育児講座
離乳食講座

休館日休館日

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
（富里消防署）

０～５歳児

０～５歳児

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

そらまめ
身体測定

移動支援
（北部コミセン）

※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！！

※17（水）「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。

ひよこちゃんは
０歳児・妊婦

※５月より
水曜日午後「０才児・妊婦」の
センター室開放は
14：00～15：30に
変わります。



【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）

【住所】
富里市御料923-1

【電話】
0476-93-2800

【FAX】
0476-92-1010

＜センター室開放＞
(月)～(土)の午前と午後、０歳から就学前のお
子さんとその保護者を対象に支援センターのお
部屋を開放しています。親子で自由に遊びま
しょう。
時間内の入退室は自由です。
また予定表のひよこちゃんマークは0歳児・妊
婦さん対象の日です。
お子様の様子に合わせてご利用ください。

＜育児講座＞
子育てを楽しく豊かにするため、栄養士や
歯科衛生士など専門職の話を聞きながら、
みんなで情報交換をしましょう。テーマに
合った年齢の中で行います。

＜身体測定＞
毎月、期間を設け、センター室開放時に
身長計・体重計を設置いたしますのでご自
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ください。測定出来
る日は、毎月のセンターだよりでお知らせ
します。

＜移動支援センター＞
支援センターの活動を、中央公園や北部コ
ミセン等に移動させて、体操や季節の遊び
など色々な内容で、地域の皆様との交流を
図ります。

＜英語であそぼう＞
歌ったり、踊ったりが大好きな子供たちに、日
常生活に根差した英語を、歌や踊りとともに楽
しく表現し、自然に英語の世界に関わる時間で
す。キャラクターの『Angie＆Tony』と一緒
に、お友達とたくさん遊びながら英語の世界を
楽しみましょう。一年間を３期に分けて行いま
す。詳細はその都度、案内を配布します。お楽
しみに・・・

＜コミュニティタイム＞
水曜日の午前は「子育てサークル支援」又は
「地域の皆様の交流の場」として多目的室をご
利用いただけます。
「気の合う仲間と楽しくお話ししながら、子育
てに関する活動をしたい」又「友達同士、イン
タラクティブ映像システムで遊びたい」等、親
子での遊びや情報交換などの交流できる場とし
て、多目的室を利用することが出来ます。
その他、子供に関する目的であれば利用できま
す。
※毎週水曜日 AM9:00～11:30

（第３水曜日は除く）
※詳しい内容・ご予約はお問い合わせ下さい

＜絵本とわらべ歌のおはなし会＞
市立図書館の職員による、絵本の読み聞か
せや紹介、わらべ歌や手遊びの伝承など
みんなでゆったり楽しく過ごす時間です。
毎月第３木曜日（11:00～）
毎月第３金曜日（北部コミセン）
毎月第１水曜日（15:00～）※0歳児対象

＜育児相談＞
育児書通りにいかない日々の子育ては心配
なこと、悩むこと、迷うことがたさん・・・

食事や排泄のこと、発達や集団生活のこと
など、気軽に相談してください。
※個別相談を希望される方は要予約

待ちに待った暖かな春の陽ざしに、心なごむ季節がやってきました。29年度は支援センターが
葉山キッズ･ランドの他に、向台こども園にもOPENし 今まで以上、沢山の皆様がご利用いた
だけるようになりました。「子育ての支えの場」になるよう、事業の充実につとめてまいりま
す。気軽に遊び、交流し、お互いに学び合える場としてご利用下さい。

＜４月＞
富里中央公園・イベント広場で行います。
・日時…4月27日(木)午前10時～11時
・内容…作って遊ぼう！！
・持ち物…飲み物・帽子・汗拭きタオル等

＜５月＞
富里消防署の見学を予定しています。
参加を希望される方は、予約をして下さい。
・日時…5月26日(金)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/定員…満1歳以上児親子 50組
・申込み…5月1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。

※4･5月共に雨天時は
センター室開放0～5歳児に変更します。

4月より利用登録が新しくなります。
これまで利用されていた方も、初回利
用時に再登録をお願いします。
(申請用紙はセンターにあります)

ホームページが完成しました！
毎月のお知らせ・行事など
インターネットでも確認ができます。
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。

＜離乳食教室＞
４月３日（月）
＜ベビーマッサージ＆ママヨガ教室＞

５月18日（木）
対象：28年11月～29年１月生まれ
＜かみかみ歯ッピー教室＞

５月23日（火）
対象：28年６・７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

5/22(月)
午前10時～

4/19(水)
午前10時～

4/11(火)・5/9(火)
午前10時～

4/27(木)・5/25(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
5月：晴天時は中央公園

中沢集会所

名
称

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

4/13(木)・5/11(木)
午前9時半～

4/5(水)・5/3(水)
午前10時～

4/27(木)・5/25(木)
午前9時半～

4/18(火)・5/16(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

※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。

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

