
広報とまこまい　平成30（2018）年・8月11

アイコンの見方 Aとき@Bところ@C対象@D内容
H申し込み@I詳細@J電話番号@

お子様と楽しみながら参加できる
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。

施設名 住　所 電話番号 利用時間 休館日

●  

施 

設 

情 

報  

● 

子育て支援センター 本幸町 1‐ 2‐21 （33）4751 9 時30分～16時 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 9 時30分～12時、13時30分～16時

土・日曜、
祝日

錦岡保育園子育てルーム 宮前町 2‐28‐15 （68）6655 9 時～12時、13時30分～15時30分
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 9 時～11時30分、13時～15時30分
住吉児童センター 住吉町 2‐ 5‐17 （36）1448

9 時30分～14時
沼ノ端児童センター 沼ノ端中央 4‐10‐34 （57）6601
日新児童センター 日新町 3‐ 6‐15 （76）6655

9 時30分～12時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 時～17時 日曜、祝日

※子育てルームの利用時間な
どの詳細は、各園にお問い合
わせください
※左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
ホームページを
ご覧ください

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

水遊び 水や泥に触れ丈夫な体を
つくろう

8月 8日㈬
10時～11時

0 歳～就学前の
子どもと保護者

F 8 組　申し込み順
G受付時に伝えます

8月 3日㈮、6日㈪
9時～16時に電話で

手作りおもちゃ作り
子どもにお母さんの作っ
たおもちゃで遊ばせてみ
ませんか

8月29日㈬
13時30分～14時30分

0 歳の
子どもと保護者

E350円　当日納入
F 8 組　申し込み順
G受付時に伝えます

8月 9日㈭、10日㈮
9時～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
保健師講座 「子どもの
生活リズムについて」

子どもの成長に大切な生
活リズムについて

8月29日㈬
14時～15時

0 歳～就学前の
子どもと保護者 F10組　申し込み順 8月 9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

リトミックと
子育てミニ講座

池永良恵（いけながよし
え）氏によるレッスンと
子育て実践例

8月 2日㈭、20日㈪
10時～11時

0 ～ 2 歳前後の
子どもと保護者

E800円　当日納入
F各15組　申し込み順
G動きやすい服装

8月 1日㈬
9 時30分～15時30分に
電話で

①手形アート
②アルバムカフェ

子どもの写真、手・足形を
かわいくデコレーション

① 8月21日㈫
②27日㈪
10時～11時30分

0 歳～就学前の
子どもと保護者
（託児あり）

E①600円　②500円　当日
納入　F各 6組　申し込み
順　Gはさみ、のり、写真

① 8月 7日㈫、②10日㈮
9 時30分～15時30分に
電話で

ヨガ講座 講師の方の指導で心身と
もにリフレッシュ

8月22日㈬、31日㈮
10時～11時

0 歳～就学前の
子どもと保護者
（託児あり）

E600円　当日納入
F各15組　申し込み順
Gヨガマット、飲み物

8月 8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 8月28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

8月20日㈪　 9時30分～
15時30分に電話で

園長講座（あけの保育園 
八嶋（やしま）園長）

保育園・幼稚園に向けて
のお話

9月 3日㈪
10時～11時

0 歳～就学前の
子どもと保護者
（託児あり）

F10組　申し込み順 8月28日㈫　 9時30分～
15時30分に電話で

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

ベビーマッサージ
親子でゆったり向き合い、
リラックスした時間を過
ごす

8月22日㈬
10時～11時30分

2 ～11カ月の
子どもと保護者

E300円　当日納入
F10組　申し込み順
Gバスタオル

8月 9日㈭
9時30分から電話で

親子ふれあい遊び 小麦粉粘土で遊ぶ 8月23日㈭
10時30分～11時30分

1 ～ 3 歳の
子どもと保護者 F20組　申し込み順 8月 9日㈭

9時30分から電話で
【世代間交流】
大正琴の音色と楽し
く遊ぼう

大正琴の演奏を聴き、歌っ
たり踊ったりして楽しい
時間を過ごす

8月31日㈮
10時30分～11時30分

就学前の
子どもと保護者 Fなし 直接会場へ

青空・焼き芋
散策を楽しんだ後、秋の
味覚を楽しむ
※雨天時は支援センター

9月 7 日㈮　11時～
13時　金太郎の池レ
ストハウス集合

1 歳 6 カ月～就
学前の
子どもと保護者

F20組　申し込み順
G飲み物、おしぼり、紙皿

8月21日㈫
9時30分から電話で


