いっしょにあそぼ！

子どもと一緒に楽しみたい時・・・
子どもと一緒に楽しみたい時・・・
子どもと一緒に何かしたい時・・・
子どもと一緒に何かしたい時・・・
子育てについて悩んだ時・・・
いつでも気軽におこしください。

平成 3１年 2 月～３月

八幡中学校区の子育て支援事業を紹介します。

八幡コミュニティセンター

八幡幼稚園

八幡保育所

❤ふれあい幼稚園❤☎３２－２３４９

❤にこにこ広場❤☎３２－４８０６

❤親子プレイステーション「たんぽぽ」❤☎３２－２３００
子育てサポーターさん、地域の方々と一緒に楽しい時間を過ご
しましょう。気軽にあそびに来てくださいね
月
日〔曜日〕
内
容
２月

ぞうさんすべり台やブランコ、色とりどりの季節の花を咲かせる
花壇、たくさんの友だちと出会える幼稚園に遊びに来ませんか。

８日〔金〕 フリースペース／おやつ紹介
月

日

容

はじめる時間

終わる時間

獅子舞をみよう

１０：００

１１：００

〔曜日〕

内

今年度最後のにこにこ広場は、
『人形劇を観よう』です保育所の子
ども達と一緒に人形劇を予定しています。申し込みや参加費はいり
ません。一人でも、友だちと誘い合って一緒に来られてもいいです。
お待ちしています。

２月２２日〔金〕 ひなまつり
3月

３月

5 日（火）

８日〔金〕 身体計測／入園前のお話
月

日〔曜日〕

内

容

時

間

３月１５日〔金〕 おわかれ会
２月１９日〔火〕
場所：八幡コミュニティセンター・多目的室
時間：１０：００～１１：３０

１０：００～

場所：リズム室

ひむれ乳児保育所☎３２－２０３６

❤１０月から保育所の
改修工事のため、
“開放（いっしょにあそぼ！）
”は、
させていただきません。

人形劇をみよう

近江兄弟社ひかり園

八王子保育園

☎３２－５６９０
☎３２－０３０１
❤エンジェル広場❤

❤みどりの広場❤☎３２－４６４１

近江兄弟社ひかり園 幼児棟３階支援室にて親子で楽しく遊びま
せんか！季節に応じて楽しい活動を企画しています。また、子育
て相談も実施しています。
月

日

〔 日〕

２月２１日〔木〕

内

八幡山のふもとにあり、四季の移り変わりを毎日楽しむことがで
きる保育園です。四季を感じながら園庭で楽しく遊びませんか。
保育園で生活する子ども達の様子や園舎内を見ていただくことも
できます。気楽にいらしてくださいね。
２月１
２月１２日（火
日（火）・３月６
・３月６日（水
日（水）
時間：９：４５
時間：９：４５～
：９：４５～ ※いずれも雨天
いずれも雨天の場合
雨天の場合はありません
の場合はありません
事業の日程･内容は直接お問い合わせください。

容

詳しい内容については
直接お問い合わせください。

時間は１０：００～1２:００です。

お父さんもぜひご参加ください。
お友達がたくさんできると
いいですね。

八幡中学校区子育て支援ネットワーク会議
事務局 八幡子どもセンター ３２－６３３０
詳しい内容は、各支援団体にお電話でお問い合わせください。

しらさぎ

島コミュ二ティセンター

八幡子どもセンター☎３２－6330
白鷺こども園

❤島っこあつまれ❤☎３２－２５１０
乳幼児の親子の居場所、親子のふれあいや子育て情報の場にな
ればと思っています。気軽にのぞいてください。
月 日 〔曜日〕
内
容
時 間
２月 ５日〔火〕 獅子舞をみよう（島小学校） 10：30～

❤なかよしひろば❤☎３３－７００１
就園前の小さなお友だちへの園開放をし、遊び場を提供します。
どうぞみなさん、遊びに来てください。

２月１４日〔木〕 おやつづくり
月
２月２１日〔木〕 親子であそぼう

日（曜日）

３月

容

場

所

10：０0

２月 ５日（火）
２月２８日〔木〕 おひなさまかざりをつ
くろう

内

「どこか遊べる場所はないかな？」と思った時、
「みんなどうしてい
るのかな？」と不安になった時…いつでも気軽に来てくださいね。
下記の事業以外の日も自由来館としてお越しください。
休館日：日曜・月曜・祝日
開館時間：9:00～12:00・13:00～16:45（1５分前にお片付けを始めます）
火～金 12:00～12：45 ランチルームを開放しています。
（小・中学生のみでのランチルームの利用はできません。）

獅子舞をみよう

島小学校

～1１：30

時間：１０：３０～１１：３０

７日〔木〕 親子であそぼう

にこにこデー
10:00～11:30
予約はいりません
身体測定もできます。

対象：０歳児親子

おはなし会
10:00～
予約はいりません

対象：乳幼児親子
２月

手作りおやつ講座

対象：１歳前後児

9:45～11:30 要予約

２月１５日(金)
材料代 100 円
(予約受付 ２/１～２/８ )

取り分け乳児食講座

対象：１歳３ヶ月前後児

9:45～11:30 要予約

２月２０日(水)

２階おひさまルームを開放します。
２月１９日(火)
３月１９日(火)

３月１４日〔木〕 お楽しみ会

岡山コミュ二ティセンター
❤子育てサロン❤☎３３－３４７８

メリー保育園

５日(火) 10：３０まで
紙芝居・絵本をみよう
３月 ６日(水) 11：００まで
図書館司書による読み聞かせ

（予約受付

地域のつながり、世代をこえたつながりを大切に子育てサポー
ターと一緒に、乳幼児の親子のふれあいを深めます。
＊時間は、10:00～11:30 です。
＊持ち物等詳しくは、岡山コミュニティセンターまでお問い合
わせください。
＊予定が変更になることがあります。
月 日〔曜日〕
内
容
２月 １日(金) 節分あそび
２月 ８日(金) 自由あそび
２月１５日(金) ふれあい広場「幼稚園で遊ぼう！」

材料代 100 円

❤あそぼクラブ
あそぼクラブ❤☎３１－２６５５
あそぼクラブ
今年度からは、9:30～11:０0 の間で都合の合う時間帯に来てい
ただき、園のこどもたちとふれ合いながら遊んでいただけます。
＊来園・帰園される時は、職員までお声をおかけください。

２/７～２/１３ ）

離乳食講座｢もぐもぐ｣

対象：８～１０ヶ月前後児

9:45～11:30 要予約

２月２７日(水)
(予約受付

材料代 100 円
２/１４～２/２０ )

おひさま広場

２月２０日（水） ９：３０～１１：００

ミュージック・ケア
10:00～11:３0 要予約

対象：2 歳児以上児
３月７日(木)(予約受付 ２/２６～３/５ )

内容についてはお問い合わせ下さい。
パパママあそぼ
（足形びなつくり）
10:00～
要予約

対象：乳幼児親子

子ども服交換会

対象：誰でも参加できます。

10:00～11:３0

３月５日(火)

（パパと子、ママと子の参加も大丈夫です）

２月９日(土)
(予約受付 １/２９～２/５ )

９：３０～１１：００

２月２２日(金) 自由遊び（消毒）＆おにぎり
３月 １日(金) ひな祭り工作をしよう♪
３月 ８日(金) サロンお別れ会(布芝居)＆茶話会
３月１５日・２２日・２９日(金)…お休み

岡山幼稚園
❤ふれあい広場❤☎３３－８９８７
岡山幼稚園を会場に、岡山学区子育てサロンの皆さん(先輩ママさん)と一
緒に開催しています。和やかな雰囲気の中で楽しく遊んだりお話したりしま
しょう。子育て中のママ友が見つかること間違いなし。ぜひご参加下さい。
月 日〔曜日〕
内
容
２月１５日〔金〕９：３０～１０：３０

品物がなくなり次第終了と
させていただきます。
出品するものがない方も自
由に見に来てくださいね！

＊１３０ｃｍまでの子ども服・園の制服・
体操服・靴・小物などです。
（出品受付

２/１～２/２６）

★お家のおもちゃは持って来ないようにお願いします。
★３月１６日（土）は地域行事のため臨時休館です。

幼稚園児とあそぼう

八幡学区子育て支援ネットワーク会議
事務局 八幡子どもセンター ３２－６３３０
詳しい内容、各支援団体にお電話でお問い合わせください。

