
日 月 火 水 木 金 土
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

勤労感謝の日０～５歳児

休館日 ０～５歳児

休館日
０歳児・妊婦

親子おはなし会

０～５歳児

育児講座
離乳食の進め方

文化の日

トイズクラブさんが

遊びに来るよ!!

10時～11時

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

午後・休み

休館日 ０～５歳児

休館日

０～５歳児
葉山こども園
園庭開放

０～５歳児

そらまめ
身体測定

０歳児・妊婦

身体測定

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

０～５歳児
親子おはなし会

身体測定

０～５歳児
身体測定

移動支援
（北部コミセン）

10時～11時半

午後・休み

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

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

大銀杏公園

10時～11時

※ランチタイムあり

（自由参加）

 
午後・休み

０～５歳児

コミュニティタイム
英語であそぼう

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 31

０～５歳児

０～５歳児 ０～５歳児

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

ミニ・運動会
（中央公園）

10時～11時

午後・休み

０～５歳児
葉山こども園
園庭開放

０～５歳児

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

０～５歳児

休館日 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・休み

０～５歳児
親子おはなし会

０～５歳児

休館日 体育の日

休館日

そらまめ
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

０歳児・妊婦
身体測定

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

０～５歳児

午後・休み

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
※お芋掘り
(予約制）

０～５歳児

０～５歳児

育児講座
リトミック

♪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」として
多目的室の利用が出来ます(要予約)

※水曜日・午後2時～3時30分(0歳児・妊婦さん)
※個別相談を希望される方は要予約。

※10(水)～13(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。

※10(水)「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。

※「育児講座」「英語であそぼう」は予約された方のみの参加です。

※移動支援（北部コミセン）はAM11時から「親子おはなし会」があります。

０歳児・
妊婦さんの日

ひよこちゃんは
０歳児・妊婦さんの日

※14(水)～17(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！！

※14(水)「そらまめ」は、双子ちゃん・三つ子ちゃん対象の日です。



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923-1
【電話】 0476-93-2800
【FAX】 0476-92-1010

気持ちの良い秋風が支援センターの中に吹き込んできて、季節はすっかり秋ですね!!
今年の夏は猛暑だった為、外で遊ぶ姿がほとんど見られませんでしたが、秋の訪れと共に
葉山公園で楽しく遊んでいる姿がまた見られるようになりました。10・11月も季節に
合わせたイベントを計画しています。親子一緒に支援センターに遊びにきませんか？

【社会福祉協議会「地区社協」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 子育てキラキラ 子育てサロン浩養

日時 10/22(月)・11/26(月)
午前10時～

10/24(水)
午前10時～

10/16(火)・11/20(火)
午前10時～

10/11(木)・11/8(木)
午前9時半～

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：晴天時は十倉厚生園

浩養小学校 外会議室
10月：晴天時は十倉厚生園

名称 すくすくひろば 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 10/25(木)・11/22(木)
午前10時～

10/3(水)・11/7(水)
午前10時～

10/25(木)
午前9時半～

10/9(火)・11/13(火)
午前10時～

会場 中沢集会所 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。

【ホームページ】
ホームページ・ツイッタ－にて
キッズ・ランドの日々のお知ら
せや活動報告などの情報発信を
しています。是非、ご覧下さい。

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

【保健センターの予定】

【季節の製作あそび】

※季節の製作遊びに参加すると、スタンプカードに
職員手作りのスタンプを押すことが出来ます。
製作あそびに参加の際は
「スタンプカード」を持ってきて下さい。

10/29(月)～31(水)「飛び出せ!!おばけ」
ストローで息を吹き込むと紙コップの中から
「ハロウィンのおばけ」が出てくるよ!!

11/27(火)～30(金)「マラカス作り」
ペットボトルを使って「マラカス」を
作ります。中に何を入れようかな…？
どんな音がするのかな…？

＜日時＞ 11月22日(木)の移動支援 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

（大銀杏の木の下・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
お弁当・おしぼり・レジャーシート等

＜日時＞ 10月26日(金)の移動支援 10時～11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＞ 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・玉入れなど簡単な競技です。
＜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
＜その他＞履きなれた靴・動きやすい服装

※雨天時・強風時はセンター室開放０～５歳児に変更になります。
中止になった場合、11月22日(木)に新木戸大銀杏公園にて実施予定です。

とみさとトイズクラブさんが
遊びに来るよ!!

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、11月に遊びに来てくれます。
今回は、センター室全部をトイズクラブさんの
玩具のみにして遊びたいと思います。

10時～11時 製作遊び等
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

＜ミニ運動会のお知らせ＞

＜移動支援・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。
移動支援として行くのは初めての場所なので「ドキドキ」だけど楽しみです。
みんなで、おもちゃを作って、広い公園で遊びたいと思います。
遊んだ後は、公園でランチタイム！！
参加できる方は、ランチの用意をしてきて下さいね。
みんなとお外で食べる「お弁当」は格別に美味しいでしょうね…

＜もぐもぐごっくん離乳食教室＞
10月1日(月) 10時～・11時～

＜かみかみ歯ッピー教室＞
11月27日(火) 10時～・11時～
対象：29年12・平成30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

＜日時＞ 11月８日(木)10時～11時
＜対象＞ 未就園児のお子様と保護者

※予約はいりません
※準備の為、センター室開放は10時からです。

※雨天時・強風時はセンター室開放
０～５歳児に変更になります。

【育児講座のお知らせ】
「リトミック」

＜日時＞10月５日(金)10時～11時
＜内容＞富里市ボランティアグループ「ぴょん

ぴょんクラブ」さんによるリトミック
＜持ち物＞飲み物・汗拭きタオル等
＜申込み＞10月１日(月)９時～(電話・可)
＜その他＞親子共に動きやすい服装

当日は10分前にお集まり下さい。

「離乳食の進め方」
＜日時＞11月27日(火)14時～15時
＜内容＞離乳食の進め方・質問コーナー
＜定員＞10組
＜申込み＞11月12日(月)９時～(電話・可)
＜その他＞事前に質問を受付します。

富里市中部包括支援センターと地域の方々が交流の一環として
野菜作りを行なっており、今回お芋掘りに招待してくれました。
＜日時＞10月３日(水)10時～
＜場所＞はなみずきの里駐車場奥

＜持ち物＞帽子・長靴・飲み物・ビニール袋
＜予約＞９月25日９時～(電話・可) ※５組程度

＜日時＞11月８日(木) 受付10時～ ふれあいタイム10時20分～11時20分
＜会場＞千葉県立富里高等学校(１階会議室)
＜内容＞高校生と一緒におもちゃであそぼう！紙芝居タイム等
＜対象＞就学前のお子さんと保護者(先着24組)
※10月26日(金)までに直接、電話でお申込み下さい。

【社会福祉協議会「富高子育てサロン】

社会福祉協議会 電話(92)2451
富里高等学校 電話(92)1441


