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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

４日㈮
【すてきにハンドメイド】先着15組
オリジナルの一品を作ろう！
講師の先生も来てくれるよ。材料費300円。

４/８㈮ 【初めまして♥ベビーキャロット】
おもちゃでゆっくり遊びながら子育ての話をしよう。

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

８日㈫ 【パペット人形を作ろう！】
はさみ、靴下、布、ボタンを持ってきてね！

10日㈭ 【お別れ Party！】先着20組
クッキングを楽しもう。エプロン・ハンカチ持参。

17日㈭
【春の遠足☆ひかりのもり公園】雨天中止
春を見つけにお散歩に出かけよう！
ひかりのもり公園に午前10時集合です。

23日㈬ 【コーナー遊び】
保育園のおもちゃでゆっくり遊びましょう！

24日㈭
【３月生まれのお誕生会＆
　 　　　ゲームを楽しもう】先着20組
誕生会の後はみんなでゲームをしよう。

４/７㈭
【初めまして☆遊びにおいで！】
キャロット保育園にみんな集まれ～！
園見学できます♪

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。

日にち プログラム

２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♪

９日㈬
【オリジナル写真立て♥作っちゃおっ】先着15組限定！
デコパッチでオリジナル写真立てを作りましょう。
３/１㈫午前10時から電話予約開始。

23日㈬ 【ゆっくり♥タイム】
おもちゃで遊んで、おしゃべりも楽しんじゃおっ♪

４/13㈬【初めまして♥おしゃべりしちゃおっ】春ですよ～！ベビーマッサージとおしゃべりにおいで♥

※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

10日㈭ 【ひな祭り☆製作遊び♪】
はさみ・のり・クレヨン持参で遊びに来てね♪

17日㈭
【春の遠足☆元気の森公園】雨天中止
春を見つけにお散歩に出かけよう！
元気の森公園に午前10時集合です。

24日㈭ 【３月生まれのお誕生会＆春のお別れ Party】
誕生会の後は、みんなでおしゃべりして盛り上がろう！

４/７㈭ 【初めまして☆遊びにおいで！】保育園ってどんなとこ？初めての人大歓迎！園見学あり。

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。
※駐車場や部屋の広さで人数制限をかける場合もあります。

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

４日㈮
武蔵ヶ丘　　　　　　
コミュニティセンター

【ママの休日】クラフト教室　
先着10組限定
エコクラフトで吊

つ
り手

て
毬
まり
作り

３/１㈫午前10時から電話予約開始。

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
９日㈬

菊陽杉並木公園さんさん
（雨天時は管理棟）

【さんさん公園をお散歩しよう】
帽子・水筒を持って来てね。

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
２日㈬
老人福祉センター

【ひな祭りパーティー】
予約済みの人。ひな祭りのお祝いをしましょう♪

９日㈬
ふれあいの森
　研修センター

【ベビーの日：フォトブックを作ろう！】先着10組
準備物：はさみ・のり・両面テープ・カラー
ペン・子どもの写真・材料費100円
３/３㈭午前10時から電話予約開始。

11日㈮
南部町民センター

【２・３月生まれのお誕生会】先着20組
楽しいお誕生会をしましょう！
３/３㈭午前10時から電話予約開始。

16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。
３/３㈭午前10時から電話予約開始。

18日㈮
光の森町民センター
「キャロッピア」

【みんなありがとう。お別れ会】
４月から幼稚園・保育園に行くお友達で、参
加する人は事前にご連絡ください。
送る側は先着15組。

23日㈬
三里木町民センター

【育児講座：お話し会】
図書館のお兄さん、お姉さんが楽しいお話を
してくれます♪

25日㈮
南部町民センター

【製作遊び：オリジナルカレンダーを作ろう！】
世界に１つだけ。自由に作りましょう♪
準備物：はさみ・のり・クレヨン（カラーペン）

４/１㈮
ふれあいの森
　研修センター

【お花見】要予約
公園には桜がいっぱい。ゲームをした後、み
んなで桜を見ながらご飯にしましょう。

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

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。

４日㈮　お別れ会
　　　　～予約済の方のみ参加～
９日㈬　身体測定・リサイクル交換会
16日㈬　誕生会
24日㈭　祝日振替（要予約15組）

３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

※予約は３月２日㈬から受け付けます（電話予約不可）。

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

２日㈬ 【ひな祭り会】予約済みの人。
水筒・手拭きタオルをお持ちください。

４日㈮ 【誕生会＆身体測定】おめでとう (^O^)

７日㈪ 【講座：骨盤体操】午前10時～午前11時
肩こりや腰痛があり、予約済みの人。

９日㈬ 【卒館式練習＆避難訓練】
11日㈮ 【卒館式リハーサル】

14日㈪ 【卒館式＆お別れ会】予約済みの人。
集合：午前９時45分　午後１時から自由来館です。

「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

日にち プログラム

３日㈭ 【ほっとタイム】
おもちゃ＆おしゃべり＆ちょっぴりティータイム

10日㈭ 【運動遊び】準備：水筒・タオル

「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

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）

《お知らせ》
・３/15㈫から自由来館が主になります。
　家族で、町外のお友達も一緒にご利用ください。
・３/25㈮正午～３/28㈪正午は、選挙会場になるため休館です。
・平成28年度から、リトルシダーズクラブとひよこ活動、小学
生活動が変わります。詳しくは「広報きくよう」や「じどうか
んだより」の４月号をご覧ください。　


