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子育てひろば子育てひろば子育てひろば

ミニキャロットくらぶ
菊陽町地域子育て支援センター

光の森キャロット保育園内　☎（２３３）００９８
 ラビットくらぶ

菊陽町地域子育て支援センター

元気の森ラビット保育園内　☎（２８８）５８０８
 ひかりっこ

菊陽町地域子育て支援センター

光の森町民センター「キャロッピア」内　☎（２３７）６５７５

菊陽町武蔵ヶ丘児童館
西部町民センター内　☎（３３８）３４４３

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

月
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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。

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。

ベビーキャロット
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

６日㈮ 【みんなでハンドメイド♪】
オリジナルの作品を作ろう♥

12/11㈮ 【クリスマス製作】
子どもと一緒にクリスマスを彩ろう！

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０・１歳 ２歳以上

５日㈭ 【リズム遊びを楽しもう♪】
リトミックで親子で体を動かそう！

10日㈫ 12日㈭ 【お店屋さん製作遊び】
のり・はさみ・クレヨンをご準備ください。

17日㈫ 【電気のお話を聞こう！】
かわいいマグネット作りもあるよ♥

19日㈭
【キャロット・ラビット☆全員集合！！】
ゆめタウン１階イーストコートに午前10時集合！
今回はミニミニコンサート！親子で音楽聞いてリラックス♪

21日㈯
【陽っ子まつり】
キャロッピアでいろんな遊びができるよ！
遊びに来てね♪

25日㈬ 【11月生まれのお誕生会＆Cooking！】20組
お誕生会の後はcooking！エプロン・三角巾持参です。

12/１㈫ 12/３㈭ 【ごっこ遊びを楽しもう！】コーナー遊びやお店屋さんごっこをしよう！

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。

日にち プログラム

４日㈬ 【おしゃべり♥タイム】
ベビーマッサージの後は、おしゃべり♥楽しんじゃおっ♪

11日㈬ 【ペットボトルキャップでスイーツマグネット作り♥】先着20組
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

12/２㈬ 【ゆっくり♥タイム☆にんじん引きしちゃおっ】ベビーちゃんもにんじん引き体験♥お土産あり♥

※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、誕生カード作りをします
ので、申し込み時にお知らせください。

日にち プログラム

６日㈮
【お楽しみ☆人形劇】２歳以上　先着10組限定！
保育園のお友達と一緒に、人形劇を楽しみましょう♪
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

12日㈭ 【お芋掘り☆ごっこ】
園庭でお芋掘りごっこ♪お芋はどこに隠れてるかな？

19日㈭
【ラビット・キャロット☆全員集合！！】
ゆめタウン１階イーストコートに午前10時集合！
今回はミニミニコンサート！親子で音楽聞いてリラックス♪

21日㈯ 【陽っ子まつり】
キャロッピアで楽しいこと盛りだくさん！みんな遊びに来てね！

25日㈬ 【11月生まれのお誕生会＆ビンゴゲーム！】
誕生会の後は、仲良しビンゴゲームで盛り上がっちゃお。

12/３㈭ 【にんじん引き☆ごっこ】葉っぱ付きのにんじん引きを体験しちゃお！お土産あり♥

午前９時～午後２時　元気の森ラビット保育園
ラビット

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。マタニティーもどうぞ♪　

ベビー

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、友達づく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。

※予約が必要な活動があります。電話で予約してください。

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。事前にご連絡ください。

日にち・場所 プログラム
20日㈮

武蔵ヶ丘　　　　　　
コミュニティセンター

【ママの休日】ママの誕生会
10～12月生まれのママをお祝いします♪
お誕生日じゃない人もＯＫ♪おしゃべりしましょ♪

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

園 庭 開 放 午前９時～午後２時

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

※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。

日にち・場所 プログラム
11日㈬

菊陽杉並木公園さんさん
（雨天時は管理棟）

【秋の自然で作って遊ぼ！】
のり、はさみ、クレヨン持参。

お茶の準備をしています。マイコップをご持参ください。

キャロットランド 午前10時～正午

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

育 児 相 談 午前10時～午後４時

日にち・場所 プログラム

４日㈬
老人福祉センター

【ベビーの日：布のおもちゃを作ろう】要予約
靴下で動物の人形を作ります。材料費50円。
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

９日㈪
光の森町民センター
「キャロッピア」

【バスに乗って】２歳以上　先着10組
キャロッピー号に乗って光の森駅で電車を見よう。
その後、公園でご飯を食べる予定です。参加費100円。
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

11日㈬
ふれあいの森
　研修センター

【お外で遊ぼ！】
外は秋の自然がいっぱい！みんなで探検しよ
う。帽子・水筒持参。

13日㈮
南部町民センター

【製作遊び：葉っぱの絵本を作ろう】
葉っぱや木の実を使って、みんなで絵本を作
りましょう。クレヨン・両面テープ持参。

18日㈬
老人福祉センター

【育児講座：リズムで遊ぼう】
２歳以上　先着25組
音楽に合わせて体を動かしましょう。専門の
先生が教えてくれます。動きやすい服装でご
参加ください。
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

21日㈯
光の森町民センター
「キャロッピア」

【陽っ子まつり】
キャロッピア全館でお祭りがあります。
遊びに来てね！ひかりっこルームも正午まで
開いています。

25日㈬
三里木町民センター

【10月・11月生まれのお誕生会】先着20組
みんなで楽しくお祝いしましょう。
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

27日㈮
南部町民センター

【にんじん引き】先着30組　午前９時30分集合
菊陽町のおいしいにんじんをみんなで収穫し
ましょう。汚れてもいい靴・服装で来てね。
軍手、スーパーの袋持参。
11/２㈪午前10時から電話予約開始。

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

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２時ひかりっこルーム

町立８保育園　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側で見守ってください。

園 庭 開 放 午前９時30分～正午

乳幼児（保護者同伴）～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）。

日にち プログラム
４日㈬ 【米粉料理教室】予約済みの人
６日㈮ 【ぐるぐるコンサート】午前10時30分～午前11時
９日㈪ 【公園で遊ぼう】元気の森公園　詳しくは児童館にて。
11日㈬ 【お芋でぺったん】絵の具遊び
13日㈮ 【避難訓練】慌てないで逃げよう！
16日㈪ 【お芋料理】予約済みの人　詳しくは児童館にて。
18日㈬ 【誕生会＆身体測定】おめでとう(^O^)

20日㈮
25日㈬ 【クリスマス飾り作り】詳しくは児童館にて。

12/10 ㈭

【クリスマス飾り作り（ツリー型プレート）】先着10人
午前10時～午前11時
町の幼児～小学生の保護者対象。11/24 ㈫午前10
時～午後５時に窓口で材料代500円を添えて申し込
んでください。

「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。
リトルシダーズクラブ 午前10時～午前11時30分

みんなでほっとしましょう。小学生も保護者もどうぞ。
おしゃべり相談 開館時間内（月～金曜日）

「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。

ひよこ活動 午前10時～午前11時30分

日にち プログラム
６日㈮ 【ぐるぐるコンサート】午前10時30分～午前11時
12日㈭ 【お芋でぺったん絵の具遊び】

準備：汚れてもよい服装、手拭きタオル

19日㈭

【初めてさんのスタイ作り】先着10人
午前10時～午前11時
町の乳幼児～小学生の保護者対象。11/５㈭午前10
時から窓口で材料代100円を添えて申し込んでくだ
さい。詳しくは窓口でどうぞ。

12/４㈮
【骨盤体操】先着10人　午前９時30分～午前10時30分
町の乳幼児～小学生の保護者対象。11/24 ㈫午前９
時30分～午後５時に電話で申し込んでください。

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。

※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日㈬　身体測定・リサイクル交換会
16日㈪　講習会「食育相談」（要予約20組）
　　　　～栄養士の先生によるお話会・相談～
18日㈬　誕生会
26日㈭　祝日振替（要予約15組）
※予約は11月２日㈪から受け付けます（電話予約不可）。

11月のプログラム

●利用時間　月・水・金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時～午後４時
●利 用 料　一家族　100円


