
 

【ホットみなみ】 柳井南保育所　電話0820-27-0030

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

親子で新聞紙やぶり 18日(火) 10:00~11:00 ○
先着順

(※)
3組

新聞紙ビリビリしてあそびましょう

※5/10から受付開始

ホットひといき 25日(火) 10:00~11:00 ○
先着順

(※)
3組

いっしょに、あそびながらゆっくりしましょう

※5/17から受付開始

５月の子育て支援センター情報
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【みんなよっておいで】 大畠キッズステーション(大畠保育所)　電話0820-45-2619

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

ハッピータイム 20日(木) 10:00~11:00 ○
5/18

(※)
3組

製作あそびを楽しみましょう

*5/11から受付開始
お茶・帽子

　　　〃 27日(木) 10:00~11:00 ○
5/25

(※)
3組

みんなで楽しく過ごしましょう

＊5/11から受付開始
お茶・帽子
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【グリーンディ】 若葉保育園　電話0820-22-1178

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

遊びにきませんか 平日
9:30~11:30

13:00~15:00

ふれあいルームを開放(人数制限あり)

※園庭は平日に開放
お茶

コアラ
10日(月)

17日(月)
10:00~11:30

10日(月)は、大きくなったかな

看護師による身体測定・育児相談あり
母子手帳(10日)

ラッコ
18日(火)

28日(金)
10:00~11:30

18日(火) は、大きくなったかな

看護師による身体測定・育児相談あり
母子手帳(18日)

カンガルー
12日(水)

26日(水)
10:00~11:30

12日(水)は、大きくなったかな

看護師による身体測定・育児相談あり
母子手帳(12日)

ハッピー広場 7日(金) 10:00~11:30 ○
ウェルネスパークに集合してください

一緒に遊びましょう　※急な天候不良に備え上着持参
お茶, 上着

劇団風の子「ぱらりっとせ」 11日(火) 10:00~11:30 ○ 20組

2年ぶりに風の子のお芝居が観られます

ダイナミックな昔遊びを役者さんが披露します

上演時間:11:05~11:55

キッズパーティ 20日(木) 10:00~11:30 ○

5月生まれの誕生日会 / 簡単な軽食付き

誕生児1名につき参加保護者1名に限定

※アレルギーなどある方は、事前にお知らせください

お食事エプロン, お茶

プレママの日 19日(水) 10:00~11:30
妊娠中のママと一緒にお話しましょう

退院後の赤ちゃんとの生活、入院中のお話など

公開保育　シール貼り 24日(月) 10:00~11:30 ○
初めてのお子さんも大歓迎です

シールをぺたぺた貼って達成感を味わいましょう

グリーンディクラブ 25日(火) 10:00~11:30
毎月テーマを決めて簡単料理、時短家事、ハンドメイ

ド、育児トークなどを予定 / 代表　金坂直美さん
お茶

ミュージックケア 27日(木) 10:00~11:30 ○ 200円
講師高橋和子先生をお迎えして音楽の楽しさを体験して

ください

ティーサロン

「こいのぼりのり巻き」
31日(月) 10:00~11:30 ○ 100円

簡単で美味しいおやつ作り　お子さんのためになるメ

ニューを一緒に作って試食しましょう

エプロン, 三角巾, マスク,

お茶

移動支援センター

　場所:新庄公民館

６日(木)

13日(木)
10:00~11:30 グリーンディが出張します

移動支援センター

　場所:担い手センター

14日(金)

21日(金)
10:00~11:30 グリーンディが出張します
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【ぞうさんよちよちクラブ】 ルンビニ保育園　電話0820-22-1078

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

一緒にあそぼう 平日
09:30~12:00

13:00~15:30

各日

8組

午前・午後　お部屋の人数制限します

※食べ物の持参はご遠慮下さい
お茶

母の日①

親子で作るおしゃれな瓶
6日(木) 10:00~11:30 ○ ８組

紙粘土の土台にキラキラ真珠やリボンお花を親子で自由

にデコレーションします

母の日②

可愛いリースづくり
7日(金) 10:00~11:30 ○ ５組 200円

リースにドライフラワーやリボン、真珠などを飾りママ

のセンスで素敵に仕上げましょう

初めての　音楽あそび　 14日(金) 10:00~11:30 ○ 8組
対象：0・1歳児親子　講師：守重　真寿美さん

心地よい音楽の世界を親子で楽しみます

5月生まれの誕生会 20日(木) 10:00~11:30 ○ ５組
対象：5月生まれのお子さま、お母さん

各クラスの出し物、手品、歌などを楽しみます

チューリップサークル 21日(金) 10:00~11:30 ○ ５組
対象:初0歳児親子 / 場所: ログハウス

子育ての悩みを同世代のママとおしゃべりします

すくすく測定
24日(月)

25日(火)
10:00~11:30

看護師による身体測定、育児相談

ログハウスにお越しください
母子手帳
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【ひだまりクラブ】 ルンビニ第二保育園　電話0820-22-9900

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

あそびにおいで 平日
9:30~12:00

13:00~15:30
支援室・園庭開放 / 絵本の貸出なし 弁当持参不可

のびのび測定 12日(水) 10:00~11:30 ○ 12組 保育士による身体測定 / ティータイムなし 母子手帳

誕生会 13日(木) 9:30~11:00 ○ みんなでお祝いしてバースデイカードを作りましょう

音楽あそび 18日(火) 10:00~11:30 ○ ８組
ヤマハシステム講師の先生と楽しく音楽にふれ合い、体

を動かしましょう

春のお散歩 21日(金) 10:00~11:00 ○
10時過ぎに出発します!!ベビーカーを持参されても構いま

せん　※雨天の場合24日(月)に延期

ハッピークッキング 26日(水) 10:00~11:30 ○ ５組
「ふりかけ」を作ります

※感染予防の為、試食はせず、ふりかけは持ち帰ります

エプロン、三角巾、マス

ク(親子共に)

編み物の会 28日(金) 10:00~11:30 ○ ５組 地域ボランティアの方にかぎ編みを教えてもらいます 毛糸、かぎ針
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【遊ぼう  話そう】 伊陸保育園　電話 0820-26-0825

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

遊ぼう　話そう 平日 10:00~15:00 ○ 子育て支援室および、園庭を開放しています

ふれあいランド 7日(金) 10:00~11:30 ○ 4/28 5組 母の日製作

　　　〃 12日(水) 10:00~11:30 ○ 5/6 5組 100円 簡単巾着作り(ミシンを使う作業あり)

　　　〃 26日(水) 10:00~11:30 ○ 5/19 5組 スタンピング製作 汚れてもよい服

いちごサロン 21日(金) 10:00~11:30 ○ スタッフによる成長測定
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【トライアングル】  ひづみ保育園　電話 0820-28-0428

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

プレイガーデン(園庭開放) 平日 10:00~15:00 園庭や遊具でいっぱい遊びましょう 帽子・お茶

いっしょにあそぼう

お散歩にでかけましょう
6日(木) 10:00~11:30

吹く風が心地よい季節です ちょっとお出かけしてみま

しょう / 雨天の場合はお部屋で遊びましょう

帽子･お茶･歩きやすい靴･

ベビーカー(必要な方)

いっしょにあそぼう

芋苗植えに挑戦
13日(木) 10:00~11:30

秋の収穫を楽しみに、みんなで力を合わせて芋苗を植え

ましょう / 雨天の場合はお部屋で遊びましょう

帽子･手袋･長靴･着替え･

お茶･タオル

子育てサロン

フラワーアレンジメント
20日(木) 10:00~12:00 ○ ○ 10名 500円

民生委員さんたちと一緒に、可愛い花々の香りに包まれ

ながら、ゆったりと贅沢な時間を楽しみましょう

申込期間:5/6から5/13まで(13:00~15:00)

花切狭(普通の鋏可)･新聞

紙･持ち帰り用袋

発育測定＆おはなしなあに 27日(木) 10:00~11:30
スタッフによる身長・体重の測定をします　おはなしタ

イムもお楽しみに
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【幼稚園で遊ぼう】 柳井幼稚園　電話0820-22-0418

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

親子登園日 7日(金) 10:00~11:00 つくってみよう！ マスク, 水筒

親子登園日 21日(金) 10:00~11:00 パネルシアターをみよう！ マスク, 水筒

園庭開放日 1(土) 10:00~11:00 マスク, 水筒

園庭開放日 15(土) 10:00~11:00 マスク, 水筒

園庭開放日 29(土) 10:00~11:00 マスク, 水筒
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【あそびにおいで】 柳美幼稚園　電話0820-22-1434

イベント名 日 時間 要予約 締切 定員 参加料 内容等 持参物

あそびにおいで / 対象 2歳以上 18日(火) 10:00~11:30 園庭を開放しています　※雨天時は室内あそび 帽子・お茶

ともだちつくろう / 対象 2歳未満 18日(火) 10:00~11:30 園庭を開放しています　※雨天時は室内あそび 帽子・お茶

あそびにおいで / 対象 2歳以上 25日(火) 10:00~11:30 ○ 親子で時計を作ります 帽子・お茶
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