
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
オカリナ演奏会

育児講座
「イライラしない

ママになる魔法」

０～５歳児

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

０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児

午後・休み

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
身体測定

０～５歳児０～５歳児

英語であそぼう

０～５歳児

春分の日

休館日 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

休館日

０～５歳児 ０～５歳児

移動支援
（大銀杏公園）

※ランチタイムあり

午後・休み

０～５歳児
葉山こども園
園庭開放

０～５歳児

休館日

休館日

０歳児・妊婦

親子おはなし会

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

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

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

移動支援
（北部コミセン）

10時～11時半

午後・休み

０～５歳児
（節分会）

０～５歳児

建国記念の日

英語であそぼう

０～５歳児

０～５歳児

０～５歳児
AM10時半～中部包括支援

センターとの交流

０～５歳児

０～５歳児休館日 ０～５歳児

０～５歳児

コミュニティタイム

０歳児・妊婦

身体測定

そらまめ
身体測定

０～５歳児

午後・休み

０～５歳児

育児講座
（ママヨガ）

10時半～11時半

休館日

０～５歳児

コミュニティタイム

０～５歳児
葉山こども園
園庭開放

０～５歳児

０～５歳児０～５歳児休館日 ０～５歳児

休館日

０～５歳児
親子おはなし会

０～５歳児

０～５歳児

♪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。

※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。

※13(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。

※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。

ひよこちゃんは
０歳児・妊婦さんの日

♪3/1の移動支援は、雨天時・強風時など
悪天候の際は中止となります。
中止の場合、午前・午後とも
センター室開放になります。



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

【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 2/25(月)・3/25(月)
午前10時～

2/20(水)
午前10時～

2/19(火)・3/19(火)
午前10時～

2/14(木)・3/1(金)
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 浩養小学校 外会議室

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 2/28(木)・3/28(木)
午前10時～

2/6(水)・3/6(水)
午前10時～

2/28(木)
午前9時半～

2/12(火)・3/5(火)
午前10時～

会場 中沢集会場 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】【季節の制作あそび】

※季節の制作遊びに参加した方に、スタンプカードを
お渡ししています。カードに職員手作りのスタンプを
押すことが出来ます。制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ね。

※３月、スタンプが押してあるカードを持って来て
くださった方にプレゼントがあります。お楽しみに!!

2/26(火)～28(木)
お内裏さまとお雛さまを作って
お部屋に飾りましょう！

3/12(火)～16(土)
紙皿と紙粘土を使って、
おもちゃを作りましょう！

＜日時＞ ２月27日(水)午前10時30分～11時30分
※受付名簿の記入がある為、10分前にお集まり下さい。

＜対象＞ ０歳～就学前のお子様のいる保護者(お母さん対象)
※受講中、お子さんはスタッフが見守る中、ママの近くで遊んで頂くようになります。

＜定員＞ 10組
＜申込み＞２月４日(月)午前9時～(電話可)
＜持ち物＞汗拭きタオル・飲み物・お持ちの方はヨガマット(大きめのバスタオルでOK)
＜その他＞動きやすい服装(ヨガ中は安全性の為、靴下を脱いで行ないます)
＜講師＞ 友井純子先生(全米ヨガアライアンス認定講師・マタニティーヨガ)

(骨盤調整ヨガ・ベビーマッサージ・ベビーヨガ講師)

＜日時＞ ３月19日(火)午前10時～11時30分 ※10分前にお集まり下さい。
＜会場＞ 葉山キッズ・ランド 学童クラブのお部屋
＜託児＞ 葉山キッズ・ランド 支援センターのお部屋
＜対象＞ 就学前のお子様がいる保護者
＜定員＞ 15名 ※託児あり
＜参加費＞300円
＜申込み＞３月４日(月)午前9時～(電話可)
＜講師＞ 熊倉裕子先生 三浦陽子先生

3月28日(木)午後3時から、センター室
開放時にオカリナの演奏会を行ないます。
この日は、少し早めにお片付けをして
オカリナの綺麗な音色を聞きませんか？

＜育児講座のお知らせ＞

＜もぐもぐごっくん離乳食教室＞
2月４(月) 午前10時～・11時～

時間制で申込み
持ち物：母子手帳

赤ちゃんに必要なオムツやミルク等

＜かみかみ歯ッピー教室＞
３月19日(火) 午前10時～・11時～

時間制で申込み
持ち物：母子手帳

歯ブラシ(使っている子のみ)
対象：平成30年４月・５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

【イライラしないママになる魔法】
①どんな答えも全て正解。
②答えは全部「そうだよね」と受け止める。
③答えは出なくてもイイ！！考える事に価値がある。

講師の先生に「イライラしないママ」になる魔法をかけてもらいましょう！！

【ママヨガ】
産後の体調不良は、骨盤のゆがみや、
ホルモンバランスの乱れによるもの。
自分自身の体と心を整える方法を知りましょう

※今回の育児講座は、お母さんがお話を
聞いている間、職員がお子様をみています。
託児希望の方は、予約の際にお伝え下さい。

※参加費300円は当日、集めさせて頂きます。

【オカリナの演奏会】
【キッズ＆シニア交流会】

2月26日(火)午前10時30分～11時30分、
センター室開放時に、中部包括支援センター
から、おじいちゃん、おばあちゃんが、3～
5名遊びに来てくれます。一緒に交流会を楽
しみませんか？

＜日時＞ 3月1日(金)の移動支援 午前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はお弁当・おしぼり・レジャーシート等
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。
みんなとで食べる「お弁当」は美味しいでしょうね…

※1月にも開催しましたが
すぐ定員に達し、好評だっ
た為、2月も同じ内容で行
なう予定です。

【移動支援・大銀杏公園】

午前10時～ 制作遊び等
午前11時～ 手洗い・トイレ

ランチタイム
午前11時45分 ごちそうさま

※自由解散

2月1日(金)午前10時から、多目的室で節分会を行ないます。
豆の代わりに、新聞ボールを当てて、みんなで悪い鬼をやっつけよう!!
(１月の制作あそびで、鬼のお面を作ったお友達は持参OKです。)

※水筒とおにぎりでOK!!

【お知らせ】2019年度は4月1日(月)より事業を開始します。詳しい内容は、センターだより
及び、ホームページ、広報等をご覧下さい。また4月より登録が新しくなります。
これまで利用されていた方も再登録になりますので、ご協力お願い致します。

【QRコード】


