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「基本事業」、「病児・病後児保育事業」の利用は、事前に会員登録が必要です。
事務所で平日 9：30 ～ 17：45 まで登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

利用会員
入会出張所

11 月 19 日（木）14：00 ～ 14：30 受付
ところ／市役所１階　キッズコーナー前　　持ち物／印鑑・母子手帳
保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど　曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。

専用保育施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。
(看護師常駐 )月～金　8：30～ 17：00

基本事業
病児・病後児
保育事業

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎52－0922

ファミリー・サポート・センター 利用会員 と 協力会員 が   助け合う組織 です

協力会員募集中！

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南（月曜日）、白鳥・弥生・東部（木曜日）10：30 ～、16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

※「じどうかんであそぼう」は 11 月から毎月 1 回　土曜日に変更になりました。親子でふれあう時間を楽しん
でいただくプログラムです。市内在住の方ならどなたでも、どの児童館でも参加できます。お母さんだけで
なく、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎です。

11月18日(水)
16:00～

12月9日（水）
16：00～

11月30日(月)
16:00～

子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！
★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

ひので子育て支援センター
☎66 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 4612

電話相談 9：00 ～ 16：30
面接相談 13：00 ～ 16：30
訪問相談13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろばを行っています。
※「わくわくだより」・ホームページを通して
　情報と日程をお知らせします。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

  米重 成羅ちゃん
よね  しげ せ 　ら

2歳
（前ケ須町）

食いしん坊な我が家のアイドル♥

  松本 日向瀬くん
まつ  もと ひ　 な　 せ

1歳
（鯏浦町）

Yeahが口癖のムードメーカー

  松村 優李くん
まつ  むら ゆう　り

3歳
（佐古木）

お兄ちゃん大大大スキ♪

  
わた  なべ の　 あ

渡辺 乃愛ちゃん 3歳
（荷之上町）

優しいNOA☆3歳おめでとう

  竹村 昂大くん
たけ  むら こう　た

1歳
（東中地）

我が家のイタズラっ子

  鈴木 秀臥くん
すず　き　 しゅう　が

2歳
（鯏浦町）

毎日元気いっぱい！祝☆2歳！

  早川 嵩人くん
はや  かわ しゅう　と

2歳
（佐古木）

2歳おめでとう！

※詳しくは市ホームページまたは
　人事秘書課までお問い合わせください。子どもの写真を

載せませんか？
子どもの写真を
載せませんか？

▼応募期間　11月6日(金)～13日(金)【必着】
▼対 象 者　1月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

「先生、アイス作ったよ。どうぞ。」砂場では
子どもたちが砂からイメージを膨らませ、先生
とのやりとりを楽しむ光景が見られます。
子どもたちは砂の感触を味わい、カップやバ
ケツに砂を入れる遊びを楽しむことから、花び
らや葉っぱを飾ってケーキを作ったり、お団子
を作ってお店屋さんごっこをしたりして遊びを
広げていきます。また、友だちと協力して全身
を使い大きな砂山やトンネル、水路も作ってい
ます。高い山を作るにはどうしたらいいのか、
どこに水路を通すと水が流れるかなど、考えた
り試したりしています。砂遊びから工夫する力
や繰り返しチャレンジする力、友だちと協力す
る力を養っています。
砂遊びは、子どもの豊かな発想を引き出し創
造力を高めてくれます。砂遊びを通して、子ど
もたちが主体的に考え工夫する力や創造力を育
んでいってほしいと願っています。

かわいい
お花だね

砂遊びから育まれる創造力

保育
のひろば

西 部 保 育 所

僕たちが作った
お団子だよ

どうぞ

いらっしゃい！
いらっしゃい！

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

親子であそぼう

親子でつくろう

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

11月24日(火) 
16:00～

11月21日（土）
14：00～16：00

11月28日(土)
10：30～11：00

12月5日(土)
10：30～11：00

11月7日(土)
10：30～11：00

11月14日(土)
10：30～11：00

12月5日（土）
①9：30～10：30
②10：30～11：30
定員20名

11月28日（土）
①9：30～10：30
②10：30～11：30
定員20名

11月28日（土）
①13：30～14：30
②14：30～15：30
定員20名

12月5日（土）
①13：30～14：30
②14：30～15：30
定員20名

11月28日（土）
14：00～16：00

11月14日(土)
10：30～11：00

11月7日(土)
10：30～11：00

12月5日(土)
10：30～11：00

11月28日(土)
10：30～11：00

11月14日（土）
14：00～16：00

11月21日（土）
14：00～16：00

11月21日（土）
14：00～16：00

伝承遊びを楽しもう
( 小学生対象）

卓球をしよう
（小学生対象）

★クリスマスリースを
作ろう【2 部制】
（小学生対象）

じどうかんであそぼう
（１歳以上～
未就園児対象）

※行事によっては対象
年齢が変わりますので、
各児童館にお問い合わせ

ください。

月1回土曜日
10：30～ 11：00

児童館だより 11月1日～12月10日
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 17:00  　休 館  日　日曜日・祝日　
お知らせ：11 月 2 日～2 月末日までの間、閉館時間が午後 5 時までと変更になります。

11 月からインスタグラムを始めました。
URL は「https://www.instagram.com/yatomishijidoukan/」です。

お砂さらさら。

気持ちがいいね。

お砂のケーキに飾ろうよ！

高いお山が
できたらここに
水路作ろうね

砂を固めながら
お山を作ると
高くなるよ
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