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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが今後中止・延期になる可能性があります。
最新の開催情報は市ウェブサイトまたはいわた子育てアプリ母子モをご覧ください。

【催し】▲

はじめてのえいご（2歳以上）/3日
㈮・10日㈮・17日㈮・31日㈮、（2
歳未満）/8日㈬・15日㈬10:30 〜、
遊びを通して親子で楽しみながら外
国語に親しむ

▲

「て」で「はなそう」手話講座/11日㈯
10:30 〜11:00▲

外国語おはなし会/25日㈯15:00 〜
【毎週の催し】

「にこっと」のおはなし会/毎週水曜・
第1土曜10:30からは0〜2歳向け

▲

毎
週日曜15:00からは3〜5歳向け▲

にこっとハローワーク/毎週水曜・
金曜13:30 〜16:30▲

天 体 観 測 予 /毎 週 土 曜19:00〜
20:30曇天・雨天の場合中止

▲
ブックスタート/9日㈭・16日㈭・

18日㈯10：30〜（10：15から受付）、
2020年2月〜4月生まれの市内の親
子対象（母子健康手帳持参）、（満1歳
の誕生月まで、上記の日程以外も個
別で受けることができます。要予約）▲

心理士にこっと巡回相談＆ミニ講
座/10日 ㈮（ 相 談 ）9:30 〜10:00、
10:30 〜12:00（ 講 座 ）10:00 〜
10:30「遊び食べ・好き嫌い、さぁ
どうしましょう？」

▲

親子でリズム遊び/14日㈫10:30
〜、親子で体を動かすことやスキンシ
ップを楽しむ

【計測日】
乳児期・幼児期／開館時間内ならいつ
でも

【催し】
▶昆虫標本を作ろう 予/5日㈰10:00
〜12:00、標本の作り方をマスター
する、先着10人、参加費700円、標
本にする昆虫持参
▶自由研究相談会予/11日㈯10:00〜
12:00、自由研究のおすすめのテー
マを紹介、先着20人、参加費無料
▶昆虫採集体験 予/12日㈰11:00〜
12:00・13:30 〜14:30、園内で昆虫
採集ができる、先着20組、参加費
200円、虫取り網・虫カゴ持参

▶みんなの昆虫学校予/
18日㈯11:00〜12:00、昆虫の意外な
一面を楽しみながら学ぼう、先着30
人、参加費無料
▶オオクワガタ幼虫を育てよう予 	/
23日㈷・24㈷10:30〜12:00・13:30
〜15:00、オオクワガタの幼虫を持ち
帰り来年の夏に成虫に育てる、先着各
20人、参加費500円

【企画展】
▶世界のカブト・クワガタ展/18日㈯〜8
月31日㈪、カブトムシやクワガタムシ、
人気のヘラクレスオオカブトもいるよ

【催し】▲

ふたごちゃん、みつごちゃん集ま
れ/4日㈯10：30〜、0〜2歳向けお
はなし会あり

上新屋304
☎36-1711 ／ＦＡＸ36-1713

【OPEN】火〜日曜9:30〜18:00
※月曜・第4水曜休

東新町1丁目1-8
☎・ＦＡＸ35-2512

【OPEN】月〜金・日曜10:00 〜 12:00
※祝日休

大中瀬320-1
☎66-9900 ／ＦＡＸ66-9901
※参加費の他、入園料がかかります。
予約が必要なものは、1カ月前から電話
で受付ます。

竜洋昆虫自然観察公園

多文化交流センターこんにちは

ひと・ほんの庭　にこっと

　　
　小さな悪魔は、貧乏なきこりのパンを盗んだので、大きな

悪魔たちに叱られ、きこりの役に立つまでは、帰って来るな

と言われてしまいます。きこりは、森の奥の沼を麦畑に変え

てほしいと頼みました。小さな悪魔が、沼の水を飲み干し種

をまくと、金色に輝く麦畑になりました。

　ところが、そこへ意地悪な地主がやってきて、麦を全部持

って行ってしまいました。そこで小さな悪魔は一計を案じ、

地主の所へ向かいます。果たして小さな悪魔はきこりの役に

立って、大きな悪魔たちの所へ帰ることができるでしょうか。

いいっしょっしょにに
読読もっ！もっ！

リトアニア民話

『パンのかけらとちいさなあくま』

昔話には現代の子どもたちも夢中にさせる魅力があります

　色鮮やかな絵が、物語の面白さを引き立てています。最後の絵だ
けのページまで、お話が続いているので、しっかり見てくださいね。
　大人が読んであげれば、4歳くらいから楽しめるお話です。大勢へ
の読み聞かせにも向いています。いろいろな場面でお子さんと楽し
んでください。

問中央図書館  ☎32-5254
内田莉莎子／再話　堀内誠一／画　福音館書店

※予 の印は予約が必要です
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壱貫地76-5（豊岡中央交流センター内）
☎0539-63-0047 ／ＦＡＸ0539-63-0077

【OPEN】 火〜土曜9:00 〜 11:45、13:00 〜 16:00
※祝日休

福田中島55（福田こども園内）
☎・ＦＡＸ58-1566

【OPEN】 月〜金曜9:00 〜 11:45、13:00 〜 16:00
※祝日休

岡783-1（竜洋交流センター内）
☎・ＦＡＸ66-9000

【OPEN】 火〜土曜9:00 〜 11:30、13:00 〜 16:00
ランチタイム11:30 〜 12:00 ／※祝日休

国府台57-7（iプラザ内）
☎・ＦＡＸ31-0115

【OPEN】 月〜金曜9:00 〜 11:45、13:00 〜 16:00
※祝日休

上大之郷51（急患センター内）
☎37-4102 ／ＦＡＸ37-4103

【OPEN】毎日9 : 3 0〜17 : 3 0
ランチタイム11:30 〜 12:30 ／※木曜休

城之崎1丁目2-13
☎36-1311

【OPEN】 月・火・木曜10:00 〜 15:30　
ランチタイム12:00 〜 13:00 ／※祝日休

富丘162-1（子育てセンターとみがおか内）
☎35-2546 ／ＦＡＸ35-2547

【OPEN】 月〜金曜9:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00
土曜は園庭開放のみ／※祝日休

南島164-1（子育てセンターみなみしま内）
☎55-6171 ／ＦＡＸ55-6254

【OPEN】 月〜金曜9:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00
土曜9:00 〜 12:00 ／※祝日休

国府台84-3（こうのとり保育園内）
☎32-4732 ／ＦＡＸ33-0023

【OPEN】月 〜 木 曜 8 : 3 0 〜 1 3 : 3 0
ランチタイム11:30 〜 12:30 ／※祝日休

【ふれあい遊び】
▶おはなしポケット／11:00
〜、15:00〜

【計測日】
▶乳児期／ 9:30 〜 17:30
▶幼児期／ 9:30 〜 17:30
（身長のみ計測可）

【お知らせ】
▶七夕コンサート／7日㈫
10：00〜11：30
▶赤ちゃんと一緒（看護師）
／２０日㈪10：00〜11：30
▶おひさまの下で遊ぼう／
22日㈬10：00〜11：００

【ふれあい遊び】
▶あつまれ♡えがお／ 10:30
〜11:00（新聞紙遊び以外の日）

【計測日】
▶乳児期（身長100cmまで
体重12㎏まで）／毎週金曜
13:00 〜 16:00

▶幼児期／毎週火曜13:00
〜 16:00

【お知らせ】
▶にっこにこサロン／ 3日
㈮10:30 〜
▶新聞紙で遊ぼう／ 30日
㈭10:30 〜

【ふれあい遊び】
▶あそぼうエンジェル／
11:00 〜 11:30

【計測日】
▶乳児期・幼児期／ 2日㈭
10:00 〜 10:45

【お知らせ】
▶水遊び／開館日の9:50〜
10:50
▶七夕飾り作り／6日㈪
10:00〜10:45
▶誕生会／15日㈬11:00〜

【ふれあい遊び】
▶ふわっとタイム／11:20 〜 11:40

【計測日】
▶乳児期・幼児期／開館時
間内ならいつでも

【お知らせ】
▶園庭で遊べる日／ 3日㈮・7日

㈫・10日㈮9:30 〜 10:45
▶赤ちゃんあつまれ／
8日㈬9:30 〜 11:00
▶わんぱくっ子あつまれ／
22日㈬10:00 〜 11:00

【ふれあい遊び】
▶ほのぼのタイム11:00 〜
11:30 ／リズム・体操・ふれあ
い遊び・絵本読み聞かせなど
（行事により変更する場合あり）
【計測日】
▶乳児期・幼児期／ 8日㈬・

21日㈫10:00 〜 11:00
【お知らせ】
▶つくってワクワク／6日㈪・7
日㈫9:00〜11:30、13:00〜15:30
▶絵本とリズム／ 14日㈫
10:20 〜
▶誕生会／ 15日㈬9:30 〜

【ふれあい遊び】
▶午前と午後の終わりにみ
んなで体操をします

【計測日】
▶乳児期・幼児期／ 2日㈭・
16日㈭10:00 〜 11:45、
13:00 〜 15:45

【お知らせ】
▶絵本の読み聞かせ／毎週
月曜10:00〜
▶リズムあそび／8日㈬・15日
㈬・22日㈬10:00〜10:30
▶作って遊ぼう／28日㈫
10:00〜

【ふれあい遊び】
▶あいあいっ子あつまれ！
／ 11:15 〜 11:45

【計測日】
▶乳児期／毎週木曜13:00
〜16:00▶幼児期／開館時
間内ならいつでも

【お知らせ】
▶おはなしの会「ひらけご
ま」／11日㈯・25日㈯10:00
〜10:20
▶赤ちゃんいらっしゃい／
30日㈭14:00〜15:00

【ふれあい遊び】
▶ひまわりっこ／10:45〜 11:15

【計測日】
▶乳児期／毎週金曜13:00
〜 16:00
▶幼児期／ 15日㈬9:00 〜
10:30

【お知らせ】
▶ 絵 本サロン／ 14日㈫
10:30 〜
▶新聞紙遊び／ 16日 ㈭
10:30 〜 11:15
▶赤ちゃんといっしょ／
17日㈮14:00 〜 15:00

	

子育て情報は「いわた子育てアプリ」
をご利用ください。

のびのび エンジェル

にっこにこ ほのぼの

こどもの家 ぽっけ

ふわっと こどもの森

あいあい
であいのひろば（子育て支援総合センターのびのび内）

☎37-4102  10:00～11:30
● 8日㈬	 岩田交流センター
●28日㈫	 中泉交流センター

【ふれあい遊び】
▶もりもりタイム／ 11:30
〜 11:50

【計測日】実施しません
【お知らせ】
▶離乳食相談日／毎週月曜

10:00 〜 11:50（27日㈪は
14:00まで）
▶栄養相談日／ 16日㈭
10:00 〜 14:00
▶赤ちゃんひろば／28日㈫
13:30 〜 15:00

移動子育て支援センター
☎37-2012 （こども未来課）
岩田交流センター／2日㈭・16日㈭10:00〜 15:00
大藤交流センター／9日㈭9:00〜 14:00
向笠交流センター／10日㈮10:00〜 15:00
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