
2017年７月   ※日程等が変更になる場合があります。あらかじめ各問合せ先にご確認ください。 

月 火 水 木 金 土  

          １ 

３ ４        ☆１保・３保☆               ７   ８  

 竹丘つどい計測と手型10:30～11:30 ５        ☆７保☆ ６     ☆６保・乳保☆          
 野塩児童館  10:00～11:30 各図書館 おはなしの時間 元町つどい おはなし 13:15    
１０ １１       ☆１保・３保☆ １２       ☆７保☆ １３    ☆６保・乳保☆ １４  １５  

  中里ひろば  k-net ひろば   
  ころぽつどい おはなし 11:00     
 野塩児童館  10:00～11:30 各図書館 おはなしの時間  野塩児童館 10:00～11:30   

 １８           ☆３保☆ １９     ２０  ☆６保・乳保☆ ２１ ２２ 

    元町つどい おはなし 11:00 野塩つどい おはなし 11:00 竹丘つどい おはなし 11:00   
 野塩児童館 各図書館 おはなしの時間  竹丘つどい計測と手型13:00～14:00  
 10:00～11:30 ママの時間（健康センター）  野塩児童館  10:00～11:30  
２４ 

 
２５ ☆１保☆ 

野塩児童館   

２６       

各図書館 おはなしの時間 

２７        ２８      

k-net ひろば 

２９ 

竹丘つどい計測と手型 

 10:00～11:30   野塩児童館  10:00～11:30  13:00～14:00

３１      

つどいの広場 親子で自由に遊べる常設のひろばです。いずれも１０時から１５時（出入り自由） 

 ころぽっくるつどい 野塩つどい 下宿つどい 竹丘つどい 元町つどい 

場所 児童センター 野塩地域センター 下宿地域センター 竹丘地域センター けやきホール３F 

お休み 火曜日 月曜日 月曜日 月曜日・祝日 月曜日・祝日 

問合せ 
子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ  

☎495-7701 

ウィズアイ 

 ☎452-9765 

ピッコロ   

☎444-4533 

 

 

☆市立保育園子育てひろば☆ 

 第１保育園 第３保育園 第６保育園 第７保育園 乳児保育園（梅園） 

問合せ ☎491-0152 ☎492-5600 ☎492-4615 ☎492-4616 ☎492-5603 

 

 すみれ保育園 のしお保育園 中清戸保育園 清瀬上宮保育園 のしお一丁目保育園 どろんこ保育園 なかよし保育園 

開催日 月～金曜日 毎週火曜日 
HP・園掲示板 

にてお知らせ 
月２回・木曜日 毎週月曜日 HP にてお知らせ 

第１水曜日 

（4・5・1月は第 2水） 

問合せ ☎493-0509 ☎493-4550 ☎494-1772 ☎492-4015 ☎492-1411 ☎494-8166 ☎491-3114 

 

おはなしのじかん（水曜日） 

中央(15:30～/16:00～) 

☎493-4326 

元町こども(15:00～/15:30～) 

☎495-8666 

野塩(15:30～)  ☎493-4086 

竹丘(15:30～)  ☎495-1555 

下宿(15:30～)  ☎495-5432 

                           
-～赤ちゃんとお母さんのため

のおはなしのじかん～ 

各つどいの広場で開催 

子育て 

広場事業 

 

 

 

※時間など詳細は各園へお問合せください。 

図書館事業 

野塩児童館 ☎493-4014 

（野塩地域センター内）       

ママの時間 

→健康推進課 

    ☎497-2077 

「おかあさんと 

あそびにおいで！」 

都議会議員選挙に伴い 

１日（土）・２日（日）お休み  ２日（日）お休み 

・竹丘・下宿・野塩図書館   ・野塩つどい 

・竹丘・下宿つどい 

 

   

 

14:00～ 
初回のみ予約制 

ママ・パパ教えて！ 

10:30～元町つどい 

  

 

 

８日（土）ファミサポ全体交流会 

～ミニミニうんどうかい～ 

ころぽっくる 10：30～12:00 

★参加無料・要予約。当日登録も！ 

 

 

 

 

♪図書館「夏のこども会」♪ 

19日(水)15:30～ 下宿                   

26日(水)15:30～ 元町こども・竹丘 

27日(木)15:30～ 中央 

※内容は各図書館へお問合せください。  

 

元町つどいお休み 

  

 

 

ママ・パパ教えて！ 

10:30～ 元町つどい 

  

 

 

５日（水）牛乳パックでいす作り 

10:30～元町つどい 13:00～竹丘つどい 

  

 

 

★あいあいひろば 祝日除く毎週月曜日 
10～15時 外遊び、読み聞かせ、手遊び。お弁当交流あり♪ 
赤ちゃん専用ひろば （市内 3 か所） 
13時半～15時 未歩行の赤ちゃんと親対象 参加費 100円 

★あいあいベビーの会  7/3 
下宿ベビーの会 毎週木曜日 下宿地域市民センター 

野塩ベビーの会 7/13 野塩地域市民センター 
ころぽベビーの会 7/27 ころぽっくる地域活動室 

●新米ママと赤ちゃんの会  
7/7、7/14、7/21、7/28（金） 13時半～15時半 

対象：H29年 3月 4月生まれの第一子の親 
参加費：毎回 500円  仲間作り、情報交換しましょう！ 

☆赤ちゃんの救急講座 
7/10(月) 10～12:00 受付 9:45 参加費：500円 
7 か月以上保育：500円 7 か月未満は同伴 

乳幼児に特化した事故やケガ、応急法を学びます。 
赤ちゃんのチカラプロジェクトスタート！ 
6 月から 29 年度の赤ちゃんのチカラプロジェクトが始まります。市

内全小学校で赤ちゃんの抱っこ体験と命の授業を展開。参加し
てくれる赤ちゃんとママ大募集中です。詳しくはウイズアイまでお問

い合わせ下さい。 

●おっぱいママの会 
7/4（火） 13時半～15時  参加費：300円 

助産師の個別相談有（母子手帳をご持参下さい） 
対象：０ヵ月から卒乳までの子のママ・妊娠中の方もどうぞ♪ 

母乳育児の楽しさ・辛さを話しましょう。 

●絵本であいあい 
7/11（火） 13 時半～15 時  参加費：40０円(会員 300 円)  
親子で楽しむ絵本の世界。赤ちゃんと絵本の出会いの場♪ 

●双子・三つ子の会 

7/18(火) 10～12時  参加費:500円 保育付き 
多胎児ならではの悩みや工夫、先輩ママの体験談など・・・ 

 

ＮＰＯ法人 ウイズアイ（7月の予定） 
申込み・問合せ：042-452-9765 
詳細は、あいあい通信やホームページをご覧下さい。 
☆コミプラひまわり ★あいあい ●市民活動センター 
 

梅雨に入って、すっきりしない日が多くなりました

ね。みなさんは雨の日、お子さんとどんな事をして

過ごされていますか？ 

 最近は児童館や絵本の会で｢あめふりくまのこ｣を

読んで頂く機会が多いのですが、6 ヶ月の息子はこ

の歌が好きなようで、歌ってあげると嬉しそうな顔を

します。いつもの子守唄では眠れなかったとき、こ

の歌ですーっと寝てくれたりもしました。私も小さい

頃に聞いたなぁ。と懐かしく、歌っていると楽しくなっ

てきます。 

雨の日の散歩も好きなようで、抱っこ紐の中から雨

の降る様子をじっと見ています。息子といると梅雨も

嫌な事ばかりじゃないんだなーと新鮮です。始まっ

たばかりの子育て、これからこの子が与えてくれる

新しい世界にドキドキ、ワクワクしながら日々を楽し

みたいと思っています。  

話は変わりますが、息子は肌が弱いため柔軟剤

の変わりにお酢を使っています。酢は柔らかく仕上

げてくれるのと同時に部屋干しの臭いも防いでくれ

るのだそうです。酢の臭いも残らないので、この時

期よかったら試してみてください。    （Y.U） 

 



 
 

 

 

Ｋ-ｎｅｔは「NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ」が市の委託を受けて運営しています。 

 
 

 

 
  

 


