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夏休み自由工作

すべて予約制です！子育て支援センター

☎９３６－５５００

共通の注意事項：体調の悪い
方、37.5℃以上の発熱のあ
（祝日を除く火曜日～土曜日の９時～１７時） る方は参加できません。

８月の子育て広場「おんぷ♪であそぼう」
音楽に合わせて楽しく遊びましょう。
【対象】就学前の子どもと保護者
【定員】２０組（多いときは抽選）
【日程】８月５日(木）１０時～（1時間程度）
受付時間 ９時４５分～１０時まで（時間厳守）
【場所】シーメイトホール
【持ってくるもの】水筒・タオル・靴袋・マスク(３歳以上)
【申し込み締め切り】７月２０日(火)多い時は抽選
※７月末に申込者全員へ参加の可否をお知らせします。
※今年度初めての方は、住所を確認できる物が必要です。

【夏休み自由工作】
ラップの芯や空き箱などを使って、自由に工作をしません
か？道具は用意しています。
【対象】小学生（保護者同伴も可）
【定員】各日先着４人
【日時】７月２４日･３１日

８月 ７日･２１日 すべて土曜日
１４時～１６時
【場所】子育て支援センター

はなまるポケット

🍉🍧🍍🎇🍉🍧🍍🎇🍉🍧🍍🎇🍉🍧🍍
【双子ちゃん＆年子ちゃんの会】
多胎児と年子がいる家族の交流と情報交換を行います。
【対象】就学前の多胎児と年子の保護者
多胎児を妊娠中の人
【定員】先着１４人
【日時】８月２８日（土）１０時～１２時
【場所】生涯学習２号館 休養室
【託児】子ども１人１００円（１歳～就学前）
※申し込みは７月１５日（木）まで

【みんなで水遊び】
水遊びの道具を使って、思いっきり水に触れて遊びません
か？※泳ぐことはできません
【対象】就学前の子どもと保護者
【定員】各日先着８組
【日時】７月２８日／８月 ４日 すべて水曜日

１０時～１１時

※雨天中止

【場所】シーメイト なかよし広場
【持ってくるもの】水着（水遊び用オムツ）・帽子
タオル・水筒

【家庭相談を受けます】

【広い公園で思いっきり遊ぼう！】
手作り水鉄砲や竹とんぼを使って遊びませんか?
◎公園活用プロジェクトXの協力により開催します。
【対象】小学生以下（低学年までは保護者同伴）
【日時】８月７日（土）１０時～１２時
※少雨決行
【場所】シーメイト なかよし広場
【定員】先着２０人
【持ってくるもの】帽子・タオル・水筒・軍手・着替え
【申込み・問い合わせ】子育て支援センター
９３６－５５００

【シーメイトおはなし会】
【日時】７月６日（火）毎月第一火曜日
【時間】①０歳児向けおはなし会 11時～11時30分
②1～3歳児向けおはなし会 11時30分～12時
【場所】子育て支援センター にじいろポケット
【定員】各８組（予約制）
【申込み・問い合わせ】図書館 ９３５－１００７

サークル情報
☆ぞうさんキッズ【南里２公民館】
２日（金）室内遊び
１６日（金）室内遊び
３０日（金）室内遊び
※予定が変更になる場合があります。直接お問い合わせ
下さい。
問い合わせ zousan_kids@yahoo.co.jp（野田さん）

子どものこと・家庭のこと等、一人で悩まずお気軽にご相
談ください。相談員が面談や電話で対応します。
【日時】火・木 ９：３０～１６：００
【場所】子育て支援センター内
【電話】９３７－０２３５（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ兼用）
祝日とシーメイト休館日はお休みです。

【食育講座（0歳児編）】
子どもの食事（離乳食）や、食習慣が子どもの体に与
える影響などについて考えてみませんか？
【対象】０歳児の保護者
※受講したことのある人は除く
【日程・内容】
1
2
3

日程
内容
9月2日(木) 生涯を通した生活習慣病予防
9月30日(木) 子どもの食事と消化
10月21日(木) 食を通した親と子の関係

【時間】10時～11時30分
【場所】保健センター
【定員】10人程度
【託児】子ども１人１００円／回（０歳児のみ）
※希望の人は応募の際にお伝えください
【募集期間】８月２３日（月）まで
【応募先・問い合わせ】
子育て世代包括支援センター「さくらの木」
（健康課健康管理係）
TEL 935-1473 FAX 935-1529

☆Ａ-Kiｄ's（エーキッズ）
～志免アレルギッ子の会～
迷うことの多いアレルギッ子の子育てを一緒に頑張りま
しょう。今後の日程は、直接お問い合わせ下さい。
問い合わせ 092-577-9496（甲斐さん）
kao31-kai@docomo.ne.jp

☆和（なごみ）の部屋 志免四町内会の方対象
移動図書館もあります。簡単な工作なども行っています。
昼食の準備もあります。
※７月の開催は未定です。
参加費：無料 申込み不要です。
問い合わせ 070-6587-7600（立石さん）

☆”サロン ひなたぼっこ”
ホッとするひと時を過ごしませんか？老若男女のご参加
お待ちしています。
※７月の開催は未定です。
会場 粕屋バプテスト教会 軽食有（300円）
志免2丁目5-25 福岡銀行ウラ通り 駐車場あり
問い合わせ 090-3602-3819（髙地さん）

おしゃべりをして一緒にリフレッシュしま
せんか？赤ちゃんサロンでは手遊びや絵本
の読み聞かせもおこなっています。
【7月の赤ちゃんサロン】
【日時】

１日（木）・１３日（火）・１５日（木）
２０日（火）・２７日（火）・２９日（木）
①１０時～１１時３０分
②１３時～１４時３０分 各時間定員４組
※２７日（火）の②13時～14時30分は保健師による個
別相談を行います。予約制です。（６組）
≪サロンの注意事項≫
※予約制です。 ☎936-5500
※希望日の前日までに、お電話または直接窓口でお申し込
みください。

【おおきな木プレーパーク】
【対象】

☆みんなの居場所「いこうや」
50食限定で、レトルトパウチ食品などを配布します。
（１家族１セット）新型コロナウイルス感染症対策のた
め、食事の提供は行いません。
日時 第４金曜日（原則）１７時～無くなり次第終了
◎今月は７月３０日（金）
場所 シーメイト 工芸室
問い合わせ 090-7290-2710（松井さん）

赤ちゃんからおとなまで
※保護者同伴で参加してください
【日時】 ７月４日（日）１０時～１5時
次回は９月を予定しています
時間内でいつ来ていつ帰ってもOK！
【場所】 平成の森公園 キャンプ場
【参加協力費】 １００円／１名（１歳以上）
【持ってくるもの】飲み物・着替え・必要な方は昼食
【主催】志免子育て支援コミュニティおおきな木
【お問い合わせ】HP：http://s-ookinaki.org/
ブログ:http://blog.livedoor.jp/shimeookinaki/

