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▲

プレママおはなし会/23日㈫10:30
〜11:00▲

「て」で「はなそう」手話講座/27日㈯
10:30 〜11:00

【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
13:30 〜16:00▲

天体観測 予/毎週土曜19:00〜（曇
天・雨天の場合中止）

【催し】▲

とことこわらべうたの会/5日㈮
10:30 〜▲

ふたごちゃん、みつごちゃん集まれ
/6日㈯10:30 〜　※0 〜2歳向けおは
なし会と合同で開催
▶星空の宅配便（移動式プラネタリウ
ム）予/6日㈯・7日㈰（未就学児）11:00
〜、12:00 〜、13:30 〜（小学生以上）
14:30 〜、15:30 〜、16:30 〜▲

心理士にこっと相談＆ミニ講座 予
/12日㈮（相談）9:30 〜、（講座）10:30
〜「みんなで子育て〜上手な伝え方」▲

外国語おはなし会/13日㈯15:00 〜

【催し】▲

はじめてのえいご予/（2歳未満）
3日 ㈬・10日 ㈬・17日 ㈬・24日 ㈬
10:30 〜、（2歳以上）5日㈮・12日㈮・
19日㈮・26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、各先着5組

【4月の催し（予定）】
▶カブトムシ幼虫を探そう 予/4日㈰
11:00 〜12:00
▶みんなの昆虫学校 予/10日㈯10:30
〜12:00
▶アクアリウムを作ろう 予/11日㈰
11:00 〜12:00

上新屋304
☎36-1711 ／ＦＡＸ36-1713

【OPEN】火～日曜9:30～18:00
※月曜・第4木曜休
予約が必要なものは、開催日の１週間前
から電話・来館時に受け付けます。

東新町1丁目1-8
☎・ＦＡＸ35-2512

【OPEN】月～金曜10 :00～12 :00
※祝日休
予約は、電話・来館にて受け付けます。

大中瀬320-1
☎66-9900 ／ＦＡＸ66-9901

【OPEN】9 :00～17 :00
※木曜休

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

※予 の印は予約が必要です

▶昆虫採集体験 予/18日㈰・25日㈰・
29日㈷11:00 〜12:00

※催しのイベント内容や予約方法など
　詳しくはホームページをご覧くださ
　い

▲

親子でリズム遊び 予/9日㈫10:30
〜、親子で体を動かすことやスキンシ
ップを楽しむ、先着5組

いいっしょっしょにに
読読もっ！もっ！

『おとうさん　あそぼう』

子どもはお父さんとの遊びが大好きです

わたなべ　しげお／ぶん　
おおとも　やすお／え　　福音館書店

　　
　くまくんが「おとうさん　あそぼう」というと、お父さ

んも嬉しそうに、くまくんを自分の足の上に乗せて、えっ

ちらおっちら歩いてくれました。たかいたかいや、肩ぐる

まの後はおんぶ。それからお馬さんごっこも。お父さんに

触れてさわって、絵本も読んで、たっぷり遊んだ後は、お

父さんとくまくんと並んでお昼寝です。最後のページの満

足気なくまくんもお見逃しなく！くまくん、何を思ってい

るのかな？

　楽しそうに触れ合う親子の姿が温かいタッチで描かれ、

お父さんの愛情や、愛されているくまくんの幸福感が伝わ

ってきます。幼いくまくんの日常を温かい視点で描いた

「くまくんの絵本」はシリーズになっていて、1～ 2歳くら

いのお子さんにおすすめです。長い年月にわたって子ども

たちに喜ばれ、読み継がれてきました。ぜひ他のお話も読

んでみてくださいね。

問中央図書館  ☎32-5254

【お知らせ】▲

ブックスタート/4日㈭・11日㈭・
13日 ㈯10:30 〜（10:15 〜 受 付 ）、
2020年10 〜12月生まれの市内の親子
対象（母子健康手帳持参）
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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 ～ 11:45、13:00 ～ 16:00
ランチタイム実施しません／※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
※木曜休

城之崎1丁目2-13
☎36-1311 ／ＦＡＸ36-1260

【OPEN】 月・火・木曜10:00 ～ 15:30　
ランチタイム実施しません／※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
※祝日休

国府台84-3（こうのとり保育園内）
☎32-4732 ／ＦＡＸ33-0023　18日㈭休館

【OPEN】月 ～ 木 曜 8 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0
ランチタイム実施しません／※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・幼児期／開館時
間内ならいつでも

【お知らせ】
▶あかちゃんと一緒 予 ／8
日㈪10:00〜10:45、先着
10組
▶サーキットの日／19日㈮
10:00〜15:00

【ふれあい遊び】
▶あつまれ♡えがお／ 10:30
〜 11:00

【計測日】実施しません

【ヒトコト】
お日様が降り注ぐとても明
るいお部屋です。「あつま
れえがお」では体操や親子
ふれあい遊び、絵本の読み
聞かせをしています。

【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／ 4日㈭
10:00 〜 10:45

【お知らせ】
▶絵本シアター／毎週月曜
11:00〜
▶おいでおいで赤ちゃん/毎
週木曜13:00〜13:30（18日
㈭休館日）
▶誕生会／10日㈬11:00〜

【ふれあい遊び】
▶ふわっとタイム／ 11:20
〜、15:45 〜

【計測日】
▶乳児期・幼児期／開館時
間内ならいつでも

【ヒトコト】
広々とした赤ちゃんコーナ
ーで遊べます。お誕生日の
お祝いは、毎日ふわっとタ
イムでしています。手形・
足形スタンプでお誕生カー
ドを作ります。

【ふれあい遊び】
▶ほのぼのタイム／ 11:00
〜 11:30

【計測日】
▶乳児期・幼児期／ 4日㈭・
16日㈫の開館時間内ならい
つでも

【ヒトコト】
ほのぼのとした「ほっとで
きる場」として、いろいろ
な遊びのコーナーを設けて
います。親子やお友達とゆ
ったりと遊べます。

【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／ 4日㈭・
18日㈭14:00 〜 15:30

【お知らせ】
▶言葉の相談予／16日㈫午
前中

【ヒトコト】
手作り玩具もいろいろあ
り、楽しく遊べますよ。

【ふれあい遊び】
▶あいあいっ子あつまれ！
／ 11:15 〜 11:35

【計測日】
▶乳児期・幼児期／開館時
間内ならいつでも

【ヒトコト】
赤ちゃんスペースでママ同
士お話したり、赤ちゃんと
ゆったりした時間を過ごし
てみませんか。砂場や三輪
車で遊んだり、公園内のお
散歩もいいですね。ぜひ遊
びに来てください。

【ふれあい遊び】
▶ひまわりっこ／ 11:00 〜 11:30

【計測日】
▶乳児期／毎週金曜13:00
〜 16:00
▶幼児期／ 17日㈬9:00 〜
10:00

【ヒトコト】
広い室内で親子一緒にゆっ
たり遊ぶことができます。

「ひまわりっこ」では体操
や絵本の読み聞かせの他、
リズム遊びも取り入れてい
ます。

	

子育て情報はいわた子育てアプリ
「母子モ」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

【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（29日㈪は

14:00まで）
▶ 栄 養 相 談 日 ／ 25日 ㈭
10:00 〜 14:00

【ヒトコト】
食事で困っていませんか？
そんなときは相談日に来て
くださいね。

移動子育て支援センター「はぐはぐ」
☎37-2012 （こども未来課）
岩田交流センター／ 4日㈭・18日㈭10:00 〜 15:00
大藤交流センター／ 11日㈭・25日㈭ 9:00 〜 14:00
向笠交流センター／ 12日㈮・26日㈮10:00 〜 15:00

3月
ページ番号 1001754

　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  ＦＡＸ37-4103　10:00～11:30
※予約は電話・FAXにて受け付けます
● 3日㈬ 竜洋白羽公会堂、先着15組　
● 5日㈮ 豊岡南部会館、先着20組

予




