
広報とまこまい　平成28（2016）年・10月 12

お子さまと参加できるイベント情報です。
申し込み・問い合わせは、各施設へ電話してください。

施
設
情
報

施　設　名 住　所 電話番号 利用時間・休館日

子育て支援センター 本幸町 1 - 2 -21 (33）4751 9：30～16：00
日曜、祝日

やまて保育園子育てルーム 山手町 2 - 9 - 4  (76）0874

9：30～12：00
土・日曜、祝日

あけの保育園子育てルーム 明野新町 5 -13-30 (57）3576

錦岡保育園子育てルーム 宮前町 2 -28-15 (68）6655

沼ノ端おひさま保育園
　子育てルーム 沼ノ端中央 4 -12-27 (55）0705

住吉児童センター 住吉町 2 - 5 -17 (36）1448 9：30～14：00
土・日曜、祝日沼ノ端児童センター 沼ノ端中央 4 -10-34 (57）6601

施　設　名 住　所 電話番号 利用時間・休館日

日新児童センター 日新町 3 - 6 -15 (76）6655
9：30～12：00
土・日曜、祝日あさひ児童センター 旭町 2 - 3 -24 (35）6393

錦岡児童センター 宮前町 2 -29-20 (82）7371

大成児童センター 大成町 1 -11-21 (75）1841 9：00～17：00
日曜、祝日

※上記の児童センターの利用時間は幼児専用のもので
す。ただし、児童が学校へ行っている日の施設開放な
ので、土曜日や長期休業日などは幼児の利用はできま
せん。詳しくはQRコードより@Lをごらんください。

@E料金（料金記載のないものは無料）   @F定員 @G持参する物
@Kファクス @Lホームページアドレス @MEメールアドレス

子育て支援センター 　@J（33）4751

行　事　名 内　　容 と　　き 対　　象 定員・その他 申し込み

親子ふれあい遊び 高齢者と一緒に
いももちを作る

10月19日㈬
10時30分～11時30分

2 ～ 3 歳の
子どもと保護者 F15組　申し込み順 10月14日㈮

9時30分から電話で

親子ふれあい遊び 高齢者と一緒に
いももちを作る

10月28日㈮
10時30分～11時30分

1 歳の
子どもと保護者 F15組　申し込み順 10月14日㈮

9時30分から電話で

赤ちゃんとサインで遊
ぼう

簡単な手話やジェスチャー
を使って親子で遊ぶ

10月13日㈭
①10時～10時45分
②11時～11時45分

①10カ月～ 1歳 6カ月
② 3～ 9カ月
の子どもと保護者

F各10組　申し込み順 10月 7 日㈮
9時30分から電話で

転勤者あつまれ!! いろいろな遊びを楽しみながら保護者
同士の交流、情報提供、個別相談など

10月25日㈫
10時～11時30分

1～ 3歳の子どもと保護
者（転勤して 3年以内） F16組　申し込み順 10月 7 日㈮

9時30分から電話で

沼ノ端おひさま保育園子育てルーム　 　@J（55）0705

行　事　名 内　　容 と　　き 対　　象 定員・その他 申し込み

秋の自然に触れる 散歩しながら秋の草花、
虫、木の実に触れる

10月19日㈬
10時～11時

就学前の
子どもと保護者 F10組　申し込み順 10月 6 日㈭、 7日㈮

9時30分～16時に電話で

錦岡保育園子育てルーム 　@J（68）6655

行　事　名 内　　容 と　　き 対　　象 定員・その他 申し込み

親子で食べよう
おいしいごはん

手づかみメニューなどの
実演、試食

10月19日㈬
14時～15時30分

12カ月～ 1歳 6カ月の
子どもと保護者

E250円　当日納入
F 8 組　申し込み順
Gスプーン・フォーク各 2つ、
エプロン、おしぼり、飲み物

10月 5 日㈬
9時30分～16時に電話で

親子で楽しもう
おみせやさんごっこ

おみせやさんを回り
買いものを楽しむ

10月26日㈬
13時30分～14時30分

1 ～ 3 歳の
子どもと保護者

Bのぞみコミセン
F 8 組　申し込み順

10月 6 日㈭
9時30分～16時に電話で

あけの保育園子育てルーム　 　@J（57）3576

行　事　名 内　　容 と　　き 対　　象 定員・その他 申し込み

アルバムカフェ 子どもの写真をかわいく
デコレーション

10月12日㈬
10時～11時

就学前の
子どもと保護者

E500円　当日納入　
託児あり
F 6 組　申し込み順

10月 6 日㈭、7日㈮
9時30分～15時30分に電話で

1 歳児交流会
給食試食会

1 歳児とリズム遊び
保育園の給食を食べる

10月13日㈭
10時45分～12時

1 歳～就学前の
子どもと保護者 F 8 組　申し込み順 10月 6 日㈭、7日㈮

9時30分～15時30分に電話で

ベビーマッサージ オイルを使ったマッサージ 10月19日㈬
10時～11時

3 ～10カ月の
子どもと保護者

F 6 組　申し込み順
Gバスタオル 2枚

10月11日㈫、12日㈬
9時30分～15時30分に電話で

保健師講座 トイレトレーニング
イヤイヤ期の対応

10月20日㈭
10時～11時

就学前の
子どもと保護者 F10組　申し込み順 10月11日㈫、12日㈬

9時30分～15時30分に電話で

運動会 親子で楽しく体を動かす 10月21日㈮
10時～11時30分

1 歳～就学前の
子どもと保護者 F30組　申し込み順 10月12日㈬

9時30分～15時30分に電話で
子どもの薬Ｑ＆Ａ
（さくらぎ調剤薬局
阪
さか

部
べ

薬剤師）
薬について 10月25日㈫

10時～11時
就学前の
子どもと保護者 詳細は申し込み時伝える 10月17日㈪、18日㈫

9時30分～15時30分に電話で


