11月

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）☎
（３３８）
３４４３
乳幼児
（必ず保護者と一緒にご利用ください）
〜小学生まで無料で
遊べます。開館時間は、月〜土曜日の午前８時30分〜午後５時
です
（祝日を除く）
。

リトルシダーズクラブ 午前１０時〜午前１１時３０分
「２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
５日（水）【米粉料理教室】予約済みの人
７日（金）【芋料理教室】予約済みの人
【おもちゃ作り】350ミリリットル位のペットボトル
10日（月）
（同じ大きさ）２本をお持ちください。
【ぐるぐるコンサート】午前10時30分〜午前11時。
12日（水） 女性３人のグループです。一緒に歌って楽しみましょう！
どなたでもどうぞ。
【公園で遊ぼう】午前10時に現地集合。
14日（金） 場所：元気の森公園
（雨天やPM2.5が多いときは児童
館で遊びましょう）
【骨盤体操】親子で参加できます。初参加の乳幼児
17日（月） 〜小学生の保護者が対象です。先着10組。
※11/４（火）午前10時から電話か窓口で申し込んでください。
19日（水）【避難訓練】ママと一緒に逃げよう！
21日（金）【誕生会＆身体測定】おめでとう☺
26日
（水）【おもちゃ＆おしゃべり】クリスマス会について
★★小学生「ミニクリスマスツリー作り」参加者募集★★
11/29（土）午前10時〜午前11時 児童館にて。町内の小学生が
対象です（定員10人）。※11/８（土）午前10時から参加費200円
を添えて、午後５時までに窓口で申し込んでください。

ひよこ活動 午前１０時〜午前１１時３０分
「０歳〜入学前の乳幼児とその保護者」リトルシダーズ参加者以
外の人が対象です。どなたでもどうぞ。参加費は無料です。
日にち
プログラム
６日（木）【おもちゃ＆おしゃべり】
12日（水）【ぐるぐるコンサート】
20日
（木）【クリスマス飾り作り】準備：手拭きタオル
９日

【運動＆ちょっぴりティータイム】
27日（木）
準備：水筒、手拭きタオル

金曜の午後は、児童館でおしゃべり！
（小学生相談）
午後１時〜午後４時30分 小学生おいで！保護者もどうぞ。

〜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
おおむね３歳未満の児童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、お母さん同士で情
報交換したりしてご利用ください。

●利用時間
●利 用 料

月・水・金曜日（祝日を除く）
午前10時〜午後４時
一家族 100円

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせでお越しください。
※毎週月曜日は、絵本の読み聞かせを行っています。

11月のプログラム
６日（木） 祝日振替（要予約15組）
12日（水） 身体測定
17日（月） 講習会「風邪予防スプレー作り」
（要予約20組）
材料費600円
19日（水） 誕生会
27日（木） 祝日振替（要予約15組）
※予約は11月５日（水）から受け付けます(電話予約不可)。
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菊陽町地域子育て支援センター

元気っこくらぶ

菊陽町地域子育て支援センター

ミニキャロットくらぶ

（元気の森ラビット保育園内）☎
（２８８）
５８０８

（光の森キャロット保育園内）☎
（２３３）
００９８

歳〜就学前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。

歳〜就学前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。

ベビーキャロット

ベビー
午前 時〜午後 時 元気の森ラビット保育園
※１歳未満の活動です。マタニティーもどうぞ♪
日にち
５日（水）
12日（水）
19日（水）
12/３（水）

プログラム

20日（木）
26日（水）
27日（木）

７日（金）

ベビーマッサージの後は、おしゃべり楽しんじゃおうっ♪

12/５（金）

【芋掘り☆ごっこ】

ベビーちゃんも芋掘り体験☆しちゃいましょ♪

【お楽しみ♥TeaParty】先着15組限定！

保育園のおやつに舌鼓♪ベビーマッサージもあります☆
11/10（月）午前10時から電話予約開始です！

【ゆっくり♥タイム】

おもちゃでゆっくり遊びましょ♪ベビーマッサージもあり♪

元気の森ラビット保育園
プログラム

【芋掘り☆ごっこ】

【動くおもちゃを作ろう〜テントウムシ〜】
のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

【クリスマス帽作り☆】

のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

ミニキャロット
午前10時〜午後 時
・

日にち
歳
歳以上

ゆめタウン光の森イーストコートに午前10時集合！
今回は、お話の先生が来てくれるよ！

【11月生まれのお誕生会＆ビンゴゲーム】
誕生会の後は、ビンゴゲームで盛り上がっちゃおう！

【にんじん引きに出掛けちゃお】

11/17（月）午前10時から電話予約開始です。

【もうすぐXmas☆リース作っちゃおっ♪】
12/11（木）
のり・はさみ・クレヨンを持って遊びに来てね！

※どの活動も20組限定になりますので、電話予約をお願いし
ます。
※お誕生会に参加する誕生月の人は、12・13日に誕生カード
作りをしますので、予約し参加してくださいね。

ママの休日 午前１０時〜正午
お茶の準備をしています。マイコップをご持参ください。
日にち・場所

プログラム

21日（金）
【ママの休日】ママの誕生会
武蔵ヶ丘
10〜12月生のママを一緒にお祝いしましょ♪
コミュニティセンター その後は、おもちゃでゆっくり遊んじゃおっ♪

園庭開放

光の森キャロット保育園
プログラム

【芋掘りごっこをしよう】

のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

【手作り楽器で遊ぼう♪〜マラカス〜】

11日（火） 13日（木）
18日（火）

動きやすい服装で遊びに来てね！

【ラビット・キャロット☆全員集合！】

光の森キャロット保育園
プログラム

４日（火） ６日（木）

午前 時〜午後 時
13日（木）

日にち

【おしゃべり♥タイム】

元気っこ
日にち

午前10時〜午後 時

20日（木）

25日（火）
27日（木）

のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

【12月のカレンダー作りをしよう♪】

のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

【ラビット・キャロット☆全員集合！】
ゆめタウン光の森イーストコートに午前10時
集合！今回は、お話の先生が来てくれるよ！

【11月生まれのお誕生会＆
パネルシアターを楽しもう♪】20組
お誕生会の後にみんなで楽しく遊ぼう！

【にんじん掘りに行こう！】先着10組限定

11/17（月）午前10時から電話予約をしています。

【クリスマスツリーの飾りを作ろう☆】
12/２（火）12/４（木）
のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

※どの活動も30組限定になりますので、電話予約をお願いし
ます。
※お誕生会に参加する誕生月の人は、誕生カード作りがありま
す。どの活動日でも作れますので、声を掛けてください。

キャロットランド 午前１０時〜正午
お茶の準備をしています。マイコップをご持参ください。
日にち・場所

プログラム

12日（水）
【秋の虫を探しに行こう】
菊陽杉並木公園さんさん
動きやすい服装でお越しください！
（雨天時は管理棟）

園庭開放

菊陽町地域子育て支援センター
（白鈴園内） ☎
（２３２）
４２８０

入園前の親子（ 〜 歳）・妊婦さんはいつでも参加で
きます（参加費無料）。

※駐車場に限りがありますので乗り合わせでお越しください。

ハローサークル 午前10時〜正午
日にち・場所
８日（土）
さんさん公園

プログラム

【すぎなみフェスタ2014】

輪投げ・魚釣りコーナーや絵本の読み聞かせ、
子育て相談などがあります。たくさんのご来場
をお待ちしています。

【グルグルお絵描き】
12日（水）
大小いろいろな段ボールに絵を描こう。
ふれあいの森
段ボールで何ができるかな？
研修センター
汚れても良い服装でご参加ください。
【誕生会】

14日（金）
10月・11月生まれの子どもで当日参加する
南部町民センター
人は予約してください。（冠の用意をします）

【ベビーマッサージ】要予約
18日（火）
講師：吉武 千鶴さん
ふれあいの森
生後７カ月くらいまでの乳児と保護者対象。
研修センター
※定員15組。11/10（月）午前10時から電話予約受付開始。

【ベビーの日：ふれあいハッピータイム】

19日（水）
１歳未満の乳児とお母さん・妊婦さん対象。
老人福祉センター
みんなでふれあい遊びを楽しんでリラックスしませんか。

【おはなし会】

26日（水）
図書館のお兄さん・お姉さんによるおはなし
三里木町民センター
会です。楽しいお話が盛りだくさん！

【ベビーの日：ふれあいハッピータイム】

12/３（水）
１歳未満の乳児とお母さん・妊婦さん対象。
老人福祉センター クリスマスの飾りを作りましょう。
汚れても良い服装でご参加ください。

ハロールーム
○陽だまり（白鈴園）
月〜金曜日（休日を除く） 午前９時〜午後２時
※陽だまりで身体測定ができますので気軽にお越しく
ださい。
※今月の
手遊び…♪くりのき山のキツネ
ふれあい遊び…♪あぶくたった
絵本・紙芝居…くだものさん
○あいあい（ふれあいの森研修センター）
火曜日（休日を除く） 午前10時〜午後 時
○ゆっくりーむ（白菊園）
しばらく使えません。ご迷惑をお掛けします
（園庭は使
えます）。

園庭開放

保育室や園庭で遊べます。事前にご連絡ください。
月〜土曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前９時〜午後２時

保育室や園庭で遊べます。事前にご連絡ください。
月〜土曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前９時〜午後２時

町立保育所８園の園庭で遊べます。
けががないようにおうちの人とどうぞ。
月〜金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前９時30分〜正午

育児相談

育児相談

育児相談

一人で悩まないで、気軽にご相談ください。
月〜金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前10時〜午後４時

一人で悩まないで、気軽にご相談ください。
月〜金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前10時〜午後４時

気軽にお電話ください。
月〜金曜日（園行事開催日や祝日を除く）
午前10時〜午後５時
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