
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

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

防災訓練

消防自動車が来るよ

午後・休館

０～５歳児

育児講座
「３B体操」

０～５歳児

英語であそぼう

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

とみさとトイズク
ラブさんと遊ぼう

０～５歳児
身体測定

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

移動支援
（富里中央公園）

10時～11時

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

（予約あり）

そらまめ
身体測定

０～５歳児

コミュニティタイム

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
身体測定０歳児・妊婦

身体測定

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児

休館日

育児講座
「子育てチョキ

チョキ」

０～５歳児
親子おはなし会

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14：00～15：30（0歳児・妊婦さん）
※個別相談を希望される方は要予約。
※毎月、第１火曜日、第３金曜日の午後はお休みです。

※13(水)～16(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！！

※13(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

休館日 ０～５歳児

０～５歳児
水遊び

０～５歳児

育児講座
いまいみさ先生

製作あそび

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児

午後・休館

移動支援
（葉山公園）

10時～11時

０～５歳児０～５歳児
０歳児・妊婦

親子おはなし会

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児

０～５歳児
身体測定

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児
親子おはなし会

０～５歳児

０～５歳児

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・休館

０～５歳児

そらまめ
身体測定

休館日

０～５歳児

０～５歳児

休館日

０～５歳児
水遊び

０～５歳児

海の日

０～５歳児

休館日 ０～５歳児

休館日

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
水遊び

０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

※11(水)～14(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。

ひよこちゃんは
０歳児・妊婦

ひよこちゃんは
０歳児・妊婦

※「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。



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

梅雨の季節に入り、雨でじめじめとした日が多くなりますが、子ども達は元気一杯です。大好きな長靴
を履き、お気に入りの傘をさしてお外に出られるチャンスを心待ちにしているのではないでしょうか？
この時期、室内で過ごすことが多くなるかと思いますが、支援センターでは親子一緒に楽しめるような
イベントをたくさん計画しています。ちょっと気分転換をしたくなったら是非遊びに来てくださいね!!

【社会福祉協議会「地区社協」子育て支援事業の予定】

６月・パラシュートを作って遊ぼう
＜日時＞６月29日(金)午前10時～11時
＜場所＞富里中央公園・イベント広場
＜内容＞親子一緒にパラシュート作り!!
＜持ち物＞飲み物・帽子・汗拭きタオル等

７月・シャボン玉遊び
＜日時＞７月13日(金)午前10時～11時
＜場所＞葉山公園

※葉山キッズ・ランド前の公園です。
＜内容＞シャボン玉遊び等
＜対象＞１歳半位～未就園児のお子様と保護者
＜持ち物＞飲み物・帽子・汗拭きタオル

着替え等
＜その他＞
・センター室開放はお休みです。
・葉山キッズ・ランド入口に水分補給の場所を
設置します。また休憩場所として学童クラブ
のお部屋を開放しますのでご利用下さい。

・天候次第で活動を変更する場合もあります。

※６・７月共に雨天時は
センター室開放に変更します。

※８・９月は暑い時期ですので
中央公園での移動支援はお休みします。

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＞
6月4日(月) 10時～・11時～

＜かみかみ歯ッピー教室＞
7月24日(火) 10時～・11時～
対象：29年8・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

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 6/25(月)・7/23(月)
午前10時～

6/20(水)
午前10時～

6/19(火)・7/17(火)
午前10時～

6/28(木)・7/26(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 6/14(木)・7/5(木)
午前9時半～

6/6(水)・7/4(水)
午前10時～

6/28(木)
午前9時半～

6/12(火)・7/10(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。

【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】

【移動支援センター】

【育児講座 ３B親子体操】
音楽にあわせ、親子で３B専用の用具を使って
楽しく運動をします。
＜日時＞６月８日(金) 午前10時～11時
＜対象＞1歳半位～3歳位のお子様と保護者
＜持ち物＞飲み物・汗拭きタオル等
＜定員＞先着20組(兄弟姉妹OK)

※用具を使う為、抱っこは不可
＜申込み＞６月４日(月)午前9時～
＜その他＞親子共に動きやすい服装

【季節の製作あそび】

スタンプラリーが始まるよ!!

６/26(火)～７/７(土)
「七夕飾りを作ろう」

七夕飾りを作って、お願い事を書きましょう!!
作った飾りは、６月末までは、センター室内に
飾らせていただきます。

７/25(水)～28(土)
「手形をペッタン!!」

お子様の手形を押して可愛い飾りを作ります。
手形をとっておくと、成長がわかり良い記念に
なりますよ!!

※６月から季節の製作あそびに参加して
スタンプを集めませんか？
30年度最後に嬉しいことがあるかも…

月替わりで職員の手作りスタンプが楽しめます。

「子どもの髪のカットって 嫌がるし、じっと
していないから大変!!」そんなママ達のために
「子育てチョキチョキ」では葉山こども園の保
護者(七栄で床屋さんを営んでいるお父さん)を
講師としてお呼びし、カットのコツやバリカン
の使い方などを教えていただきます。子育て中
のお父さんだからこそ、子どもの接し方など優
しくお話してくれますよ!!
＜日時＞６月20日(水) 午前９時半～11時
＜対象＞1歳半位～未就園児のお子様と保護者

※男の子対象、パパの参加大歓迎!!
＜定員＞先着10組
＜申込み＞６月４日(月)午前9時～

【育児講座 子育てチョキチョキ】

【育児講座 製作あそび】
＜講師＞造形作家 いまいみさ先生

造形作家いまいみさ先生が、夏の講演でお忙
しい中、富里市のかわいい子ども達に会いに
来てくれる事になりました。廃材を使って、
親子一緒に遊べるおもちゃを作りませんか？
＜日時＞７月24日(火) 午前10時～11時
＜対象＞２歳～未就学児のお子様と保護者
＜定員＞先着１5組
＜申込み＞７月９日(月)午前9時～

育児講座は予約された方のみの参加となります。
センター室開放はお休みです。
講座開始10分前にお集まり下さい。

６月５日(火)消防車が来るよ!!
葉山キッズ・ランドでは、地震や火事が起きた
時に自分の身を守れるよう、また、すぐ避難が
できるよう毎月、防災訓練を行なっています。
6月は、消防士さんに来ていただいての訓練を
行ないます。訓練の後は消防車や救急車の見学
ができます。この機会に防災意識を高めてみて
はいかがですか？
＜日時＞６月５日(火) 午前10時～
＜内容＞防災訓練の後、

葉山キッズ・ランドで
消防車・救急車の見学。

＜その他＞センター室開放時に行ないます。
予約はいりません。

※車両の緊急出動時は中止となります。

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」さんが遊びに来てくれます!!
とみさとトイズクラブさんは、おもちゃの文化
を通じて市民交流、地域活性化、福祉事業支援
などの活動を行なっています。今回は、支援セ
ンター内でみんなで楽しめる遊びを考えてきて
くれるそうです。
＜日時＞６月14日(木)

午前10時半～11時15分位
＜内容＞センター室開放時に行ないます。

どんな遊びかは当日のお楽しみ!!

水遊びのお知らせ
天気の良い日に葉山公園(お砂場周辺)にて
水遊びを行ないます。水鉄砲、お魚釣り、
手作りシャワーなどで楽しみませんか？
お子様の体調に合わせて参加してね!!
＜日時＞７月10日(火)から毎週火曜日

午前10時～10時45分
＜持ち物＞着替え・タオル・汚れ物入れ

※センター室も開放してます。


