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平成３１年度なかよしランド予定表   

  時 間 ９：３０～１１；００ 

                              （就学前の在託児とその家族 

実 施 日 （第２・第４水曜日） 

な なかよしサロン 

（第１水曜日） 

４月 1０日 パネルシアター 2４日 こいのぼりを作ろう  

５月 ８日 親子ふれあい遊び 2２日 人形劇にご招待  

6 月 １２日 食育について（お話と試食） ２６日 七夕飾りを作ろう ５日 

7 月 １０日 スケッチブックシアター ２４日 プール遊びを楽しもう ３日 

８月       ２８日 大好き！プール遊び ７日 

９月 １１日 おもちゃ作りにチャレンジ   ４日 

10 月 １６日 子育て支援合同運動会   ２日 

１１月 １３日 救命講習を受けよう ２７日 クリスマス飾りを作ろう ６日 

１２月 １１日 クリスマスミニコンサート   ４日 

 １月 ８日 “ぽけっと”さんのおはなし ２２日 保健師さんの話  

２月 １２日 手作りおやつの紹介・試食 ２６日 おひな様を作ろう ５日 

３月 １１日 お花の入れ物を作ろう    ４日 

問い合わせ先 

広川町立 広川なかよし子ども園 

電 話  ６２－２６１０ 

 

一人２冊まで借りられます。 

いろんなおはなしと出会ってね。 

★ 絵本の貸し出し★ 

 

 
実施日  第１・２・４水曜日 

時 間  ９：３０～１１：００ 

内 容  右の予定表を見て 

     くださいね。 

内容については予定を変更する場合が 

ありますのでご了承ください。 

★ 広 川 町 役 場   

★ あ る る ワ ダ 

 

 

 

 

 

時間内であればいつでも遊びに来てください。 

参加対象者は就学前の在宅児とその家族です。 

 

 ＊時間帯により使用できない場合がありますので 

職員に尋ねてください。 

★なかよしサロン& 

なかよしランド ★ 

月曜日～金曜日 

８時３０分～１３時３０分 

近所に“子どもの遊び場がない”“友だちがいない”“育児 

に悩みがある”・・・などおかあさんのいろんな思いを聞い 

て、相談したり情報を提供したりして子育てを応援します。 

また、親同士の交流をお手伝いし、“なかよしの輪”が少し 

でもひろがってくれればと思います。ぜひ、“なかよしラン 

ド&サロン”へ遊びにきてください。 

             

子育ての悩みや困っていること 

など、気軽に相談してくださいね。

電話相談も受け付けています。 

★ あそびにきてね ★ 

★ 子育て相談 ★ 

広川なかよし子ども園・子育て支援センター「なかよしランド&サロン」へ遊びに来てね！ 

 

実施日 

時 間 

一時的に保育を必要とする家庭のお子さんを 

お預かりします。 

（基本は広川町在住の 1歳以上の未就園児です。） 

○実施日  月曜日～金曜日 

○時 間  ８：３０～１６：３０ 

○利用料  ４時間以内  （１，０００円） 

       ４時間以上８時間以内 （２，０００円） 

○給食費  ２５０円 （おやつを含む） 

 

   ※ 事前に登録・健康診断が必要です。 

 ★ 一時預かり事業 ★ 



ログハウスを開放しています 

月曜日～金曜日 

 

育児中のママさん！子育て支援センターでゆった

りと休憩しませんか？予約などはいりませんので、気

軽に遊びに来てくださいね。お友だちとの待ち合わせ

や、みんなで集まる場にも・・ 

お待ちしていますね～ 

 

 
 
  

            

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

ポッポ保育園・子育て支援センター「ちびっこクラブ」に遊びに来てね 

 

 

・対象児：よちよち歩きまでの「赤ちゃん」が中心です。 

・内 容：第１・第３火曜日の 10 時より「おしゃべり

サロン」をしています。また第 4 木曜日は「ち

びっこクラブ」と合同で、その月の誕生日会

を予定しています。 

みなさんお誘い合わせのうえ、参加してくだ

さいね！ 

 

・対象児：活発に遊べる「ちびっこ」中心です。 

・活動日：第１～第４週目の木曜日 １０時～１１時３０分 

その月の活動の１例を紹介します 

4/11 園庭で遊ぼう 10/16 子育て支援合同運動会 

5/16 公園で遊ぼう 11/14 バス遠足（要予約） 

6/6 保健師さん講座「歯の話」 12/12 クリスマス会（要予約） 

7/25 ちゃぷ・ちゃぷ 水遊び  1/9 図書室で遊ぼう 

8/8 プールであそぼう！  2/6 鬼の面を作ろう 

9/12 敬老の日のプレゼント作り  3/19 お別れ会 

 

バースデー訪問 

町内在住の赤ちゃんが６ヶ月を迎える

頃にプレゼントを持ってご自宅にお伺

いしています。1 歳前後には成長の記

念に手形をとっています。 

育児相談 

育児は、悩みますよね？ 

でも、お喋りすると何かヒントが見つか

るかも？気軽に相談してくださいね。 

電話相談も行っています。   

 

 作り物クラブ 

日 程：毎月 1 回 10 時から  

参加費：材料費かかかります 

（町外の方は２００円必要）  

詳しい内容・持ち物はお電話にて 

おやこリトミック 

日 時：毎月 1 回・10 時から 

参加費：材料費 50 円 

（町外の方は別途２００円必要） 

場所などはお電話にてお伝えしますね！ 

乳幼児健診  

待ち時間に遊びの広場や、

催し物・ふれ合い遊びのな

どを楽しんでいます。 

マタニティ・ヨーガ 

日 時：毎月 1 回・10 時より 

参加費：町外の方は２００円必要です 

兄弟・姉妹の保育もありますよ！ 

詳しい日程はお電話にてお伝えしますね。 

ベビーヒーリングタッチ＆ヨーガ 

日 時：毎月１回・10 時から 

参加費：オイル代 100 円 

（町外の方は２００円必要） 

その他、詳しくはお電話にて 

料理教室 

ところ：広川町 町民会館 

参加費：材料費５００円程度 

（町外の方は別途２００円必要）  

年間予定表があります。お電話くださいね 

子育てサークル支援  

出前保育・用具の貸し出しなど・・サ

ークル活動のサポートをします。気軽に

声を掛けてくださいね！ 

 

問い合わせ 

 

 
地域子育て支援センター 

「ちびっこクラブ」 

電話 ６２－５１５２ 

なにげないおしゃべりの中から、子育てのヒントを 

得られますよ。また、他の子どもさんと触れ合う中で、子どもの成長

の目安を感じることもできます。子どもだけではなく、ママも友達が 

    できますので、さらに子育てが楽しくなりますよ！ 

遊びにきてね！ 

ちびっこクラブ 

 

赤ちゃんくらぶ 

 

広場の予定は変更される場合もあります。詳しくは、ポッポ

保育園前交差点の掲示板・役場・郵便局・図書室などのポス

ターを見てね！ 

 

 

＊予定は変更になる場合もありますので、HP を見てね！ 

9 時 30 分～12 時・1 時～4 時 

 

2019 年度 

（写真一例） 

赤ちゃんクラブ        ベビー･ヒーリング        調理実習 


