
広報とまこまい　平成29（2017）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

あけの保育園子育てルーム 明野新町 5 -13-30 (57）3576
9：30～12：00
13：00～15：30
土・日曜、祝日

錦岡保育園子育てルーム 宮前町 2 -28-15 (68）6655
9：00～12：00
13：30～15：30
土・日曜、祝日

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

9：00～11：30
13：00～15：30
土・日曜、祝日

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

※ 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
※ 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をご覧ください

@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

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

自然に触れる（散歩） 秋の自然に触れて、親子
でゆったり散歩する

10月18日㈬
13時30分～14時30分

就学前の
子どもと保護者 F 8 組　申し込み順 10月 4 日㈬、5日㈭

9時～16時に電話で

家庭での応急処置 こんな時、どうしたらいい
の？ とお困りなことに回答

10月25日㈬
13時30分～14時30分

就学前の
子どもと保護者 F 8 組　申し込み順 10月11日㈬、12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

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18日㈬
14時～15時30分

1歳～ 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子ども＝スプーン・フォー
ク各 2個、エプロン、おしぼり
親子＝飲み物

10月 5 日㈭
9時30分～16時に電話で

出張講座
「ヨガでリフレッシュ♪」

のぞみコミセンで親子ヨ
ガを体験する

10月25日㈬
13時30分～14時30分

就学前の
子どもと保護者

F15組　申し込み順
G飲み物、動きやすい服装

10月12日㈭
9時30分～16時に電話で

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

親子ふれあい遊び 高齢者と一緒にいももち
を作る

①10月18日㈬
②10月25日㈬
いずれも10時30分～
11時30分

① 1歳　② 2～ 3歳
の子どもと保護者

F15組　申し込み順
Gエプロン、スカーフ、
おしぼり、飲み物

10月11日㈬
9時30分から電話で

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

北大研究林に行こう 自然に親しんで遊ぶ
※雨天時は保育園

10月12日㈭
10時～12時

1 歳～就学前の
子どもと保護者

F10組　申し込み順
Gお弁当
※現地集合・解散

10月 5 日㈭、6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16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13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
（託児あり）

F10組　申し込み順
10月10日㈫、11日㈬
9時30分～15時30分に
電話で

1 歳児との交流会＆給
食試食会

1 歳児と交流し、保育園の
給食を食べる

10月24日㈫
10時30分～12時

1 ～ 3 歳の
子どもと保護者

E190円　当日納入
F 8 組　申し込み順
G飲み物、エプロン、箸、
スプーン、保護者のお弁当

10月18日㈬
9時30分～15時30分に
電話で

①アルバムカフェ
②手形アート

子どもの写真や手足型を
かわいくデコレーション

①10月25日㈬
②10月30日㈪
いずれも10時～11時

就学前の
子どもと保護者
（託児あり）

E500円　当日納入
F 4 ～ 6組　申し込み順
G子どもの写真 5枚、のり、
はさみ、クリアファイル

10月18日㈬
9時30分～15時30分に
電話で


