子育てひろばだより
ゆうゆう広場
≪児童センター≫

曜日

であいの広場
≪アイル≫

なかよし広場
≪桜楽館≫

1日

日

2日

月 ・おはなし会 11：00〜11：30

3日

火

児童センター 休館日

4日

水

・ゆうゆうきっずひろば 11：00〜11：45
「楽しいおはなし」

5日

木

・ゆうゆうベビーズ 10：30〜11：30 ・うさぎさん 10：30〜11：30
「おともだちになろう」
「みんなの紹介 はじめまして」

6日

金

・ゆうゆうきっず 11：00〜11：45
「こんにちは、おともだち」

7日

土

8日

日

9日

月

・ゆうゆうちゃいるど 11：00〜11：45
「はじめまして、おともだち」

アイル 休館日

10日

火

児童センター 休館日

アイル 休館日

11日

水

12日

木

児童センター 館内整理日

13日

金

・ゆうゆうきっず 11：00〜11：45
「ふれあい公園へ行こう！」

14日

土

桜楽館 休館日

15日

日

桜楽館 休館日

16日

月 ・おはなし会 11：00〜11：30

17日

火

児童センター 休館日

18日

水

・ゆうゆうきっずひろば 11：00〜12：00
「親子たいそう」

19日

木

・ゆうゆうベビーズ 10：30〜11：30 ・うさぎさん 10：30〜11：30
「かぶとをつくろう」
「こいのぼりを作ろう」

20日

金

・ゆうゆうきっず 11：00〜11：45
「新聞あそび」

21日

土

22日

日

23日

月

・ゆうゆうちゃいるど 11：00〜11：45
「こいのぼりを作ろう」

24日

火

児童センター 休館日

25日

水

4

月号

子育てサロン
「ぶらんこ」／「こすもす」

・子育てサロン「ぶらんこ」
［場所］桜楽館 10：00〜12：00
・ひよこさん 10：30〜11：30
「みんなの紹介 はじめまして」

・子育てサロン「こすもす」
［場所］ひまわり 10：00〜12：00

・なかよし広場 10：00〜12：00
「リズムダンス」

・子育てサロン 10：00〜12：00
［場所］桜楽館

・ゆうゆうきっずひろば 11：00〜11：45 ・パンダさん 10：30〜11：30
「つくってあそぼう！」
「みんなの紹介 はじめまして」
・りすさん 10：30〜11：30
「みんなの紹介 はじめまして」
・なかよし広場 10：00〜12：00
「折り紙であそぼう」

・子育てサロン「こすもす」
［場所］アイル 10：00〜12：00

・子育てサロン「ぶらんこ」
［場所］桜楽館 10：00〜12：00
・ひよこさん 10：30〜11：30
「こいのぼりを作ろう」

・子育てサロン「こすもす」
［場所］ひまわり 10：00〜12：00

・なかよし広場 10：00〜12：00
「布おもちゃであそぼう」

・子育てサロン「ぶらんこ」
［場所］桜楽館 10：00〜12：00

・ゆうゆうきっずひろば 11：00〜11：45 ・パンダさん 10：30〜11：30
「おたんじょう会」
「こいのぼりを作ろう」

次ページへつづく

は、保育士が、10：00〜16：00まで常駐しています。

小城市広報

（毎月５日、20 日発行）

曜日

ゆうゆう広場
≪児童センター≫

であいの広場
≪アイル≫

なかよし広場
≪桜楽館≫

子育てサロン
「ぶらんこ」／「こすもす」

木

・リズムであそぼう 11：00〜12：00 ・りすさん 10：30〜11：30
「リトミック」
「こいのぼりを作ろう」

27日

金

・ゆうゆうきっず 11：00〜11：45
「こいのぼりを作ろう」

28日

土

ひまわり 休館日

29日

日

ひまわり 休館日

30日

月 ・子育て相談 10：00〜16：00
【問合せ】☎72-1300

編集／総務課
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〒849-0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 1100 番地 1

26日

対象者 >>>

・ゆうゆうベビーズ
・ゆうゆうちゃいるど
・ゆうゆうきっず
・きっずひろば
・リズムであそぼう
・おはなし会

0歳児と保護者
1歳児と保護者
２歳児〜未就園児と保護者
乳幼児と保護者
幼児と保護者
乳幼児と保護者

※予定のあそびは場合によっては
変更になることがあります。

・なかよし広場 10：00〜12：00
「おはなしと楽しい工作」

【問合せ】☎51-5515

【問合せ】☎73-2700

対象者 >>>
・ひよこさん
・うさぎさん
・リスさん
・パンダさん

対象者 >>>

０歳〜1歳児と保護者
１歳〜2歳児と保護者
2歳〜4歳児と保護者
2歳〜4歳児と保護者

・子育てサロン「こすもす」
［場所］アイル 10：00〜12：00

【問合せ】☎73-2700

対象者 >>>

・なかよし広場 就学前の乳幼児と保護者 ・子育てサロン
「こすもす」
催し時間 11：00〜12：00
就学前の乳幼児と保護者
（ひろば開放 10：00〜）
・子育てサロン
「ぶらんこ」
就学前の乳幼児と保護者

火〜木曜の10時〜16時に問合せください

は、保育士が、10：00〜16：00まで常駐しています。

〜ゆうゆう広場〜 《申込先》児童センター ☎72-1300
中高生向け 要申込

小学生向け対象 要申込

音楽スタジオ講習

TEL 0952-63-8800

◆日時：４月９日（月）17：00〜ドラム
４月23日（月）17：00〜ベース・ギター
◆受付：４月１日（日）〜
◆対象：中高生 各先着５人
◆講師：サウンドスピリッツ

やってみよう（工作）
「ペットボトルが変身！」
〜エコ名人になろう〜
◆日時：４月21日（土）14：00〜
◆受付：４月１日（日）〜
◆対象：小学生以上 15人

乳幼児向け対象 要申込

FAX 0952-63-8808

乳幼児向け対象

「こどもの日に楽しもう」

URL http://www.city.ogi.lg.jp

「小城市報さくら」は大豆油インキと再生紙を使用しています。

E-mail info@city.ogi.lg.jp

♥ゆうゆうベビーズ
「かぶとをつくろう」
・日時：４月19日（木）10：30〜
♥ゆうゆうちゃいるど
「こいのぼりを作ろう」
・日時：４月２3日（月）11：00〜
♥ゆうゆうきっず
「こいのぼりを作ろう」
・日時：４月27日（金）11：00〜
・受付：当日受け付けます
（自由参加）
・対象：乳幼児とその保護者

子育て講座
「ママのためのリフレッシュ講座（食）」
̶おやつを作っておしゃべりしましょう−
◆日時：４月26日（木）
13：00〜14：00
◆受付：４月１日（日）〜
◆対象：乳幼児をもつ保護者先着10人
◆材料費：150円 ※託児あります。

乳幼児向け対象

「つくってあそぼう」
◆日時：4月11日（水）11：00〜
◆受付：当日受け付けます（自由参加）
◆対象：0歳〜就園前幼児とその保護者

乳幼児向け対象 要申込

子育てカフェ（連続６回）
̶おしゃべりしながら学ぼう−
◆日時：５月９日（水）、17日（木）、
24日（木）、30日（水）、
６月６日（水）、13日（水）
10：00〜
◆受付：４月26日（木）〜
◆対象：乳幼児をもつ保護者先着10人
◆参加費：1回につき100円
※託児あります。

《お知らせ》
わくわくイベント
「こどもまつり」
◆日時：５月３日（祝）13：00〜
★あそび屋台
★ティーンズカフェ など

【問合せ】地域子育て支援拠点事業 こども課 ☎73-8821

