
00 2223

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
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
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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。

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

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

日にち・場所 プログラム

10日㈬
ふれあいの森
　研修センター

【手作りたこを作ろう】※受付は終了しています
明けましておめでとうございます。
今年も楽しく遊ぼうね♪
準備物：工作セット

11日㈭
南部町民センター

【今日は鏡開き】
今年も１年元気に過ごせますように！
準備物：おわん・箸・フォーク・工作セット

12日㈮
光の森町民センター
「キャロッピア」

【ベビーの日：プレママ交流会＆
　　　 　ふれあいフィットネス】10組限定
ヨガやふれあい遊びで心も体もリフレッシュ！
午前10時開始。動ける服装で来てください。
ママもはだしになります。

17日㈬
老人福祉センター

【おもちゃを作ろう】
ミルク缶を使って楽器やおもちゃを作ろう。
準備物：両面テープ・のり

24日㈬
三里木町民センター

【12月・１月生まれのお誕生会】
みんなで楽しくお祝いしましょう♪カードを
作りますので、一度ルームに遊びにきてね。

25日㈭
南部町民センター

【毛糸で作ろう】
寒い季節…毛糸を見るだけで温まりますね♪
準備物：工作セット・ボンド・毛糸

31日㈬
老人福祉センター

【ひと足お先に鬼は外！福は内！】
オリジナルお面を作って、心の中の悪い鬼を
退治しましょう！
準備物：工作セット

２/７㈬
老人福祉センター

【Happyバレンタイン♥】
大好きという心を込めてプレゼントを作りましょう。
準備物：工作セット

午前10時30分～正午（受付 : 午前10時～）
ひかりっこくらぶ活動

※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。袋に入れて持ってきてく
　ださい。名前の記入もお願いします。
※特別に限定がない場合、全活動20組になります。完全予約制。
　毎月１日から随時お電話ください。

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

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
５日㈮

ベビー＆ラビット
【わいわい☆ベビー＆ラビット】
たこ揚げにチャレンジ！！

16日㈫ 【カレンダー♥作っちゃおっ】
のり・はさみ・クレヨン持参で遊びに来てね♪

24日㈬ 【初めまして☆おしゃべり♥タイム】
ベビー体操楽しんだら、ゆっくりおしゃべりタイム♪

30日㈫ 【ゆっくり♥タイム】
ベビーもママもゆっくり♥まったりしちゃおっ！

２/14㈬
【ラビット特製☆離乳食試食会】10組限定
保育園の給食を食べに来ませんか？
２/５㈪午前10時から電話予約開始。

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
５日㈮

ベビー＆ラビット
【わいわい☆ベビー＆ラビット】
たこ揚げにチャレンジ！！

12日㈮ 【カレンダー♥作っちゃおっ】
のり・はさみ・クレヨン持参で遊びに来てね♪

26日㈮
【１月生まれの誕生会＆おにぎり作ろう！】
１月のお誕生会は、みんなでおにぎり作って食べちゃ
おうっ♪お皿とスプーンを持参してください。

２/２㈮
【鬼に変身！豆まき大会】
のり・はさみ・クレヨン持参で遊びに来てね！
鬼になって、みんなの鬼をやっつけよう！！

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

※特別に限定がない場合、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。

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

日にち・場所 プログラム

19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（１月生）
プラバン作りに挑戦しちゃおっ！
材料費100円が必要です。
どなたでも参加OK！

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

12日㈮
【エンジョイ☆ベビーランド】12組限定
ベビーサーキットや発達に合わせた遊び
コーナーでゆっくり遊びましょう♪

2/14㈬
【キャロット☆離乳食試食会】10組限定
保育園の離乳食を食べに来ませんか？
２/５㈪午前10時より電話予約開始。　

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 １・２歳

11日㈭
【くるくるこま作り】
明けましておめでとうございます！
新年のスタートはこま作り＆こま遊び！！

16日㈫ 18日㈭
【感触遊び～小麦粉粘土～】
簡単に作れて楽しい小麦粉粘土♪
一緒に遊びましょう♥

23日㈫ 25日㈭
【冬の運動遊び】
サーキットや体操で体を動かした後はテラ
スでしっぽ取りゲーム！
たくさん運動しよう！！

30日㈫
【１月生まれのお誕生会＆
　　　　　　　　親子ふれあい遊び】
お誕生会の後は親子で歌ったり、踊ったり♪
楽しく遊びましょう♥

２/１㈭
【豆まきごっこ～鬼は外！福は内！～】
みんなで鬼を追い払おう！！
鬼さん退治できるかな？？

日にち・場所 プログラム

17日㈬
菊陽杉並木公園管理棟

【スライムで遊ぼう！】
前回人気だったスライム作り！今月は
杉並木公園で作って遊びます♪
予約をお願いします。

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

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

町立７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そば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）～小学校まで無料です。開館時間
は、月～土曜日の午前８時30分～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

「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

10日㈬ 【お正月遊び・ぜんざい会】
かるた、こま、羽子板で遊びましょう。

12日㈮ 【骨盤体操】ママもリフレッシュ！
（リトル活動予約済みの人）

17日㈬ 【鬼の面作り】
廃材を使って、どんな鬼の面ができるかな。

19日㈮ 【誕生会・身体測定】
おめでとう♥大きくなりましたね！

24日㈬ 【火災予防講習会・避難訓練】
映画もあるよ！消防車も来るかな？

リトルシダーズクラブ

「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。どなたでもどうぞ。
日にち プログラム
18日㈭ 【おもちゃ＆おしゃべり】ゆっくり過ごしましょう～
25日㈭ 【楽器遊び】どんな音がするかな？

午前10時～11時30分ひよこ活動

１月４日㈭まで閉館します。

おおむね３歳未満の乳幼児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。

※毎週月曜日は、絵本の読み聞かせを行っています。

●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

１月のプログラム
10日㈬　身体測定・リサイクル交換会
17日㈬　講習会「ハンドマッサージ」（要予約10組）
26日㈮　誕生会
２月２日㈮　親子エアロビクス（要予約20組）

※年始は１月５日㈮から利用できます。
※予約は１月５日㈮から受け付けます（電話予約は不可）。
※11日㈭は祝日の振替日として開所します。
※２月の講習会予約も１月５日㈮から受け付けます。

年始のお知らせ


