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菊陽町地域子育て支援センター

 ひかりっこ
光の森町民センター「キャロッピア」内 ☎（２３７）６５７５

菊陽町地域子育て支援センター

ミニキャロットくらぶ
光の森キャロット保育園内 ☎（２３３）００９８

菊陽町地域子育て支援センター

ラビットくらぶ
元気の森ラビット保育園内 ☎（２８８）５８０８

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
菊陽町武蔵ヶ丘児童館

西部町民センター内 ☎（２２７）７２００

つどいの広場ぴーす
ふれあい交流・福祉支援センター ☎（３３７）６８３０

2021.9　広報 広報 　2021.9

月9

０歳～未就園の子どもと保護者が利用できます。子育
ての悩みや情報交換、友達作りの場になればと思いま
す。優しい先生たちが皆さんに会えるのを楽しみにし
ています。

日にち・場所 プログラム

９日㈭
老人福祉センター

【育児講座：ロゼットを作ろう】
講師の先生を呼んでロゼットを作ろう♪
材料費：500円

15日㈬
ふれあいの森
　研修センター

【敬老の日にお手紙を送ろう♪】
感謝の気持ちを込めてオリジナルのハガキを
作って送ってみませんか？おじいちゃん、お
ばあちゃん、喜んでくれますよ♥
準備物：ハガキ２枚・写真２枚・工作セット

16日㈭
南部町民センター

【感触遊び：寒天で遊ぼう！】
ひんやり、プルプル～の寒天に触れて遊んで
みよう！
準備物：汚れてもいい服・着替え・タオル

22日㈬
老人福祉センター

【ベビーの日：おもちゃ作り】
ペットボトルとデコレーションボールを使っ
てかわいい「ペボくん」を作るよ！

29日㈬
三里木町民センター

【９月生まれの誕生会】
みんなで楽しくお祝いしましょう。一緒にお
祝いしてくれるお友達もお待ちしています♥
誕生会の後はコスモスのお花を製作します。

30日㈭
南部町民センター

【運動遊びを楽しもう☆】
身近にあるビニール袋を使ってたくさん身体
を動かして遊ぼう♪動きやすい服装で遊びに
来てね。準備物：うちわ・工作セット

10/６㈬
老人福祉センター

【とんぼのメガネを作ろう】
メガネを持って探検に出発！
準備物：工作セット・手拭きタオル

午前10時30分～正午（受付 : 午前10時～）
ひかりっこくらぶ活動

月～金曜日（祝日を除く）
一人で悩まないで、気軽にご相談ください。

育 児 相 談 午前10時～午後４時

※準備物の工作セットとは、はさみ、両面テープ、のり、クレ
　ヨン、マーカー、セロテープです。袋に入れて持って来てく
　ださい。名前の記入もお願いします。
※原則予約制で全活動20組限定になります。毎月１日から電
話申し込みを受け付けます。

月～金曜日（祝日を除く）
親子で自由にくつろげる子育て支援室です。
祝日のある週は土曜日も開設します。身体測定も随時行い
ます。

午前 9時～午後３時ひかりっこルーム

町立２保育園（なかよし園・みどり園）　月～金曜日
親子で園庭で遊びましょう。
けがや事故がないように必ずそばで見守ってください。

園 庭 開 放 午前９時30分～正午

０歳～未就園の子どもと保護者対象。親子で楽しむ体
験活動や子育て相談など、参加費は無料です。

月～金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
お子さんについて気になることがあれば、気軽にご相談
ください。

育 児 相 談 午前10時～午後４時

０歳～未就園の子どもと保護者対象。親子で楽しむ体
験活動や子育て相談など、参加費は無料です。

月～金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
一人で悩まないで、気軽にご相談ください。

育 児 相 談 午前10時～午後４時

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため休所
する可能性があります。
　休所の際は町ホームページに掲載しますので、
ご利用時は事前にご確認ください。

ベビーキャロット
午前10時（開場：午前９時～）～午後２時　光の森キャロット保育園
日にち プログラム

３日㈮ 【ベビーキャロットカフェTIME】
おしゃべりしながら、ゆっくり過ごしましょう♥

７日㈫ 【水遊び☆】
足をバチャバチャだけでも楽しみましょう。

16日㈭
【指スタンプ遊び】
指スタンプで栗を作りますよ♪工作セットを持参し
てください。

10/１㈮ 【ベビーキャロットカフェTIME】
おしゃべりしながら、ゆっくり過ごしましょう♥

午前10時（開場：午前９時～）～午後２時　光の森キャロット保育園
ミニキャロット

日にち プログラム

２日㈭ 【クレヨン遊び】
大きな紙にクレヨンで、お絵かきしてみよう♪

９日㈭ 【楽器遊び＆リズム遊び】
音楽に合わせて楽しく遊びましょう♪

14日㈫
【敬老の日のプレゼント作り☆】
おじいちゃん、おばあちゃんにすてきなプレゼント
を作ろう！

21日㈫
【季節の果物狩り】
いろんな果物がたくさん☆工作セットを持参してく
ださい。

28日㈫ 【感触遊び～】
おからを触ってみよう♪どんな感触かな～

30日㈭ 【９月生まれの誕生会＆お月見お団子製作】
お誕生会のあとは、お団子をみんなで作りましょう。

10/５㈫
【ひかりのもり公園で遊ぼう】雨天中止
ひかりのもり公園に午前10時集合！帽子、水筒も
忘れずに！

月～土曜日（園行事開催日や祝日を除く）
保育室や園庭で遊べます。事前にご連絡ください。

園 庭 開 放 午前９時～午後２時

日にち・場所 プログラム
15日㈬

菊陽杉並木公園
さんさん

（雨天時は管理棟）

【風船遊び！】
みんなで風船で遊びましょう♪
公園に午前10時15分集合。
帽子と水筒も持参してください。

飲み物は各自でご準備ください。
キャロットランド 午前10時～正午

※工作セット…はさみ、両面テープ、のり、クレヨン、マーカー、
　セロハンテープに全て記名し袋に入れて持ってきてください。

月～土曜日（園行事開催日や祝日を除く）
保育室や園庭で遊べます。事前に電話でご連絡ください。

園 庭 開 放 午前９時～午後２時

午前９時～午後２時　元気の森ラビット保育園
※１歳未満の活動です。マタニティーの人もどうぞ♪

ベビー

日にち プログラム

３日㈮
【ラスト☆水遊び】
水着・着替え・タオル・水筒持参です♪
雨天時は日めくりカレンダー作りです。工作セット
を持参してください。

14日㈫
【ハチマキ巻いて☆ハイハイ競争】
ベビーちゃんもよーいドン！動きやすい服装で遊び
に来てね♪

28日㈫ 【はじめまして♥おしゃべりタイム】
ゆっくりまったり♥おしゃべり楽しみましょ♪

10/８㈮ 【ハロウィングッズを作ろう】
工作セット持参で遊びに来てね♪

ママの休日 午前10時～正午
日にち・場所 プログラム

17日㈮
武蔵ヶ丘　　　　　　
コミュニティセンター

【アルバム作り】計10組限定！
午前９時30分～と午前10時30分～　
共に５組限定
９/２㈭午前10時30分から電話予約開始です！

※工作セット…のり、はさみ、クレヨン（ペン）
※活動によっては、人数制限がありますので、ご予約はお早め
にお願いします。

午前９時～午後２時　元気の森ラビット保育園
ラビット

日にち プログラム

７日㈫ 【園庭de砂場遊び♪】
園庭集合＆解散。帽子・タオル・水筒持参で来てね♪

21日㈫
【ラビット☆サーキット】
保育園の体操遊具で遊ぼう！動きやすい服装で遊び
に来てね♪

24日㈮
【９月生まれのお誕生会＆撮影会】
かわいい写真撮っちゃおう。日めくりカレンダーも
作れますよ♪

10/５㈫
【元気の森公園de遊ぼ！】雨天中止
元気の森公園午前10時20分スタート。シャボン玉
で遊ぼう！

乳幼児（保護者同伴）～小学校まで無料です。開館時間は、
月～土曜日の午前９時～正午、午後１時～５時です（祝
日を除く）。正午～午後１時は閉館となります。

午前10時～11時30分リトルシダーズクラブ
「１歳以上の幼児とその保護者」が対象です。
登録が必要です。
日にち プログラム
１日㈬ 【製作遊び】花紙でふっくらぶどうを作りますよ。

３日㈮ 【粘土遊び】手先を使って丸めたり、形を作って粘土
の感触を楽しみましょう。

８日㈬ 【集団遊び・避難訓練】
お友達とつながって遊びましょう。

10日㈮
【元気の森公園】雨天時は児童館で遊びます。
自然の中で体を動かしてみましょう。
集合時間：公園に午前10時　持参するもの：水筒・
子どものおやつ・動きやすい服装

15日㈬ 【誕生会・避難訓練】
おめでとう☆みんなでお祝いしましょう。

17日㈮ 【運動遊び】
かけっこやリレーごっこを楽しみましょう。

午前10時～11時30分
「０歳の乳児とその保護者」が対象です。
登録は必要ありません。誰でもどうぞ。

ひよこ活動

日にち プログラム

９日㈭ 【おしゃべり＆おもちゃ】
情報交換をしながらゆっくり過ごしましょう。

16日㈭ 【エプロンシアター】どんなお話かな？お楽しみ！

おおむね３歳未満の乳幼児（園児含む）と保護者が対象
です。いつでも好きな時間に利用できます。子どもと
一緒に遊んだり、保護者同士の情報交換などにご利用
ください。

●利用時間　月・水・金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時～午後４時

※毎週月曜日は、絵本の読み聞かせを行っています。
日にち プログラム
８日㈬ 【身体測定・あかちゃんの日】

８日㈬
24日㈮

【あかちゃんの日】
赤ちゃんとお母さんとの交流の場です。皆さんで楽し
くお話ししましょう。
１歳未満の赤ちゃんが対象となります。

17日㈮ 【講習会　～親子体操～】要予約10組
親子で触れ合いながら体を動かして楽しみましょう！

29日㈬
【９月生まれのお誕生会】要予約
手形や写真を撮ってお誕生会カードを作ります。事前
に遊びに来てくださいね。みんなでお祝いしましょう。

※水遊びは天気の良い日に行います。詳しくはお問い合わせ
ください。
※予約は１日㈬から受け付けます。（電話予約も受け付けます）


